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タブレット PC の人文情報学学部教育への応用 
 
 

池田佳和†1 
 

大谷大学文学部人文情報学科では，2011 年度より全学生にタブレット PC（iPad）を配布して学部教育に活用してい

る。本報告では，具体的に授業やゼミ等の実施事例を紹介し，その効果を数値的に分析している． 

 

Tablet PC Applications for Undergraduate Education at Humane 
Informatics Department 

 
 

YOSHIKAZU IKEDA†1 
 

Tablet PC (iPad) is given to all students at Humane Informatics Department in Otani University since 2011 academic year. 
Classes, seminars and other activities, for which the tablets are applied, are reported and evaluated. 

 
 

1. はじめに   

 大谷大学人文情報学科は文学部において情報系の知識と

技能を習得することに重点をおいた教育を特徴としてきた

が、従来の授業・演習形態のままでは社会的な大学教育ニー

ズを満足させることが難しくなってきた。その理由は主に

２つある。現代の情報機器とサービスの進歩が急速なため

大学教育手法が追従していないことにある。さらに、学生

の入学動機多様化と共に学力は低下傾向にあり、ICT 知識

とコンテンツ作成技術の学習動機づけの不足等から教育成

果が十分にあげられていないと思われる。 

今回の教育改善の主な目的は、デシタルコンテンツの作

成スキル動機付けと情報スキルの習得である。 

学科学生の全員にタブレット情報端末（iPad）を配布し、

可能な限り多数の学科授業科目やゼミ等に活用して、教育

改善を試みた。 

 

2. タブレットの配布、校内設備、対応授業・演

習 

 2011 年新学期より、人文情報学科において新入生を含む

全学年の全ての学生と教職員に、タブレット PC「iPad2」

（Apple 製、Wi-Fi 専用タイプ）を配布し教育改善に活用

することを 2010 年 6 月に機関決定した[1]。関東東北大震

災により国内販売開始が予定より遅れたが、2011 年 5 月

下旬より学科内配布を開始し、その総数は約 500 台となっ

た。 

2011 年度新学期に先行して、iPad を関係教員に配布し

て 2010 年 7 月より教材準備とコンテンツ作成を開始した。

                                                                 
 †1 大谷大学   
   Otani University   

なお 2012 年度と 2013 年度新入生には各々最新型 iPad を

配布した。日々の授業・演習で、講義ノートや資料の配布・

閲覧に利用するほか、専用アプリや汎用アプリを使用して、

ミニテスト、質問・意見のリアルタイム投稿とその表示（ツ

イッター機能）を組み込んで、授業と討論を活発化してい

る。授業や演習の出席記録は、専用アプリにて厳密化する

ことで登校の習慣づけを行なっている。教員側には集計作

業の合理化ができる。 

演習系の実践においては、ePub 規格の電子書籍作成、

モバイル端末の最適化したプレゼン方法やデータ情報ベー

ス作成の実施、プログラミング技法、動画コンテンツ作成、

コンテンツ評価方法、知財学習等を実施している。 

これらの授業と演習の実行には学科専任教員 11 名全員

と非常勤教員数名が参画した。具体的な事例を表 1 に示す。

教員ゼミは教員毎に 1、通年授業科目は前後期で 1 と数え

24 科目に iPad が使用された。[3]~[5] 

情報系教室、メディアホール、総合研究室（自習室）、

喫茶談話室、食堂等に無線 LAN を整備した。 

大谷大学博物館の展示に関して、iPad 応用の AV ガイド

コンテンツを作成し実際に見学者に利用させて評価した。 

配布した iPad は、学生の自宅に持ち帰らせて日常的に

各種アプリ、音楽やゲーム等に利用させることで、最新 ICT 

スキル獲得の学習動機が深まることを期待している。 

 

3. 実施結果と評価 

3.1 実施教員のコメント 

 実施した授業・演習のリスト（表１）に担当者コメント

をあわせて示す。総論的にいえば、学生のモバイル IT 機器

とその応用ソフトウェアに関する興味が以前より強まり、
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定性的に ICT 教育の効果が上がったと考えている。 

 
表１ iPad 授業/演習取り組み（後期24科目から抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 教育効果 

学生の情報学力評価のため、外部の評価テスト「Rasti：

情報活用力診断テスト」[6]を2008年以降利用して、学科2

年生の10月に毎年受験させている。図1にRastiデータによ

る学生成績分布の年次変化を示す。毎年受験学生が交代

することなどで年度毎の誤差はあるが、傾向を測定する

ことができる。 

・平均点が上昇した。 

・成績上位層（A、B系列）学生の成績向上が平均点の伸

びに貢献した。 

・中位・下位層への教育効果は顕在化していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図1 情報力活用診断テスト成績分布の年次変化 

 

 iPad導入以前と以降の意識変化について、同学年学生に

アンケート調査した結果を表2と表3に示す。[2] 

 

表2 配布に対する期待（満足）感（2011年度） 

 

 多くの学生が満足と答えている。一方、満足していない

理由を自由記述から推定すると「実際に活用する機会が少

ない」「ネットアクセス場所が少ない」「アプリの活用方法

不明」などがあげられる。（配布後調査は配布約 2 ヶ月後） 

 

 表3 iPad利用状況（配布後、多重回答あり） 

利用目的: 比率 コンテンツ開発  5 
大学勉学 77% アプリ開発  5 
資格取得  9 電子書籍閲覧 13 
Web 閲覧 77 電子書籍執筆  5 
ゲーム 70 ビジネス技術習得  3 
 

新規のタブレットPCを身近に所持することによりコン

テンツやアプリ開発、電子書籍執筆などICT技術への関心

が高まった。 

 出席登録電子化で学生の登校習慣が増し、教員の記録

負担が減少した。授業コンテンツの工夫、検討と作成に

作業工数が増えた。期末試験の一部で、iPadの持ち込みを

許可した（Wi-Fi機能は停止）。 

  期待（満足）

している 

どちらで

もない 

期待（満足）

していない 

配布前 

（4 月） 

81％ 14 5 

配布後 

（7 月） 

71 21 8 

科目名 利用方法 担当教員コメント

1
専門の技法

（1年生）

教科書の電子版をPDFで配布

し、iPadで参照させている。

資料の電子化でiPadへの

親和性が高められ有効に

教科書を活用できた。

2
人文情報学演習I

（1年生）

資料配布と学習支援アプリに

よる宿題提出

iPadで資料配布。レポート

作成の基礎が中心のため

活用方法が今後の課題

3
人文情報学演習II

（2年生）

iPadに関するプレゼンテーショ

ン、iPadを利用したプレゼン

テーション、ツィッターを利用し

たプレゼンの相互評価

より広い視野のプレゼンも

出てきている。

4
人文情報学演習

III/IV-2

資料をPDF配信。ゼミ発表時

にTwitterで同時の質疑応答、

コメント送信。ePub実習や資

格試験ドリル作成に活用。

学生が活発に質問とコメン

トを発出するようになった。

学生がePubフォーマット

200ページの電子書籍を

作成した。

5
人文情報学演習

III/IV-6

グループウェア（サイボウズ

Live）を利用した講義情報共

有。板書を撮影、アップロード

させる。卒業論文指導・個別面

談スケジュール共有。CiNiiか

らダウンロードした論文管理。

PC利用に比べiPadにして

から利用率が格段向上。

ゼミ内の情報共有が深ま

り結束の強化に有効。教

員との卒論指導・面談の

充実化。

6

人文情報学演習

IV-7

/DTP演習１

iPad利用の卒業制作学生が4

名。2人は担当授業テキストを

電子書籍で作成。一人はiOS

用アプリ作成の教科書を、もう

一人はiPad授業出席登録アプ

リを作成。

iPadを前提とした卒業制作

をすることで、テーマの幅

が広がった。他の授業で

のiPad利用に実際に利用

できるものを作成でき、非

常に役に立っている。

7

人文情報学

特殊講義1

「仏教学とコン

ピュータ」

担当教員がチベット文字をコン

ピュータで処理できるようにし

てきた歴史を辿る授業。iPadで

チベット文字を入力する体験を

させる。学生の卒業制作の出

席確認アプリを使用。学生は

iPadにてノートを取った。

iOS標準搭載のチベット語

システム作成は大谷大学

が提供したものであること

を教授。iPadがなければ

触れる機会のないチベット

文字の入力を学生に体験

させることができた。

8

マルチメディア論

/ネットワーク論

/情報産業論/コン

テンツ評価演習

講義ノートをPDFで配信、専用

アプリによる出席登録、授業

中の小テスト・コメント提出を

実施。ePubフォーマットにてコ

ンテンツ作成課題とした。

授業への集中力が高まっ

た。出欠管理の合理化が

図れた。約60件の電子書

籍が提出された。

9

プログラミング演習

1/2

・Unix演習1/2

電子書籍化したテキストを学

生の卒業制作として作成さ

せ、情報アシスタントととして

関わらせながら内容を修正さ

せている。

授業中テキストを修正して

もすぐに反映して再ダウン

ロードすることで改訂が瞬

時に行える。テキスト持参

忘れがない。

10 文化財の映像化

iPad用にHTML5でパノラマ

ムービーを作成。寺社仏閣や

博物館内部などのウォークス

ルーを擬似体験。

iPadの新しい利用価値を

認識させることができた。

11
人文情報学

特殊演習７・８

大谷大学博物館・音声ガイド

のiPadアプリを開発。

中学生に使用評価実施。

アプリ開発にはオブジェク

ティブＣ理解が必要。

12
人文情報学

研究法１

チャット機能（グーグル・トー

ク）を利用した授業指導。

授業への主体的参加度が

高まった。

13
情報社会の権利

と法律

法令検索アプリを各自ダウン

ロードさせ講義中に閲覧させ

た。しおり機能、マーカー機能

等を使い実歳に条文を見るこ

との大切さを指導した。

書籍体六法は重くかさばり

不評。iPadアプリになり、

印刷媒体の膨大な情報量

に拒否反応がなくなった点

は大きな利点である。
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4. まとめ 

タブレット PC モバイル情報端末の学科全学生への配布

により、学生上位層の情報活用力向上が達成できた。電子

書籍の普及拡大、スマホ・アプリの急速な普及により今後

この情報技術とビジネス分野の利用と人材育成要求は大き

くなると予想される。今回の実践により得られた教訓と課

題は多いが多方面との連携により今後の発展が望まれる。 
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タブレット端末全学生配布の計画に全面的に協力いただい

た本学学長、文学部長および関係職員、非常勤教員諸氏に

感謝します。 
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iPad による情報教育の電子教科書の評価 
 

高橋真†1 生田敦司†1, †2 山城稔暢†1, †3 柴田みゆき†1 
 

本研究では，情報リテラシー教育の教科書を電子化し，iPad で閲覧しながら授業を行った．その結果のアンケートか

ら，検索や拡大などが容易であり、持ち運びができることを肯定的に捉える学生がいた．その一方で，メモの取りに

くいことや今までの教育経験とのギャップなどを難点としてあげる学生もいた．これらの結果から，テキストの電子

化だけでなく，他のアプリとの連携を見越した機能が情報リテラシー教育の教科書に必要であると考えられる． 

 

An evaluation to digital textbook for information literacy with iPad. 
 

Makoto Takahashi†1, Atsushi Ikuta†1†2, Toshinobu Yamashiro†1†3, Miyuki Shibata†1 
 

A purpose of this study was to explore factors needed in digital textbook for information literacy. For the purpose, we used an 
original textbook with iPad, and took questionnaires two times (before use and after use). The questionnaires showed some 
positive evaluations to the textbook because of the ease of retrieval or zoom, or convenience of carrying. In contrast, the students 
showed negative evaluations to the textbook, because of a difficulty to take a memorandum, or mismatch of their educational 
experience. These evaluations suggest new perspective on using digital textbook, like cooperating with other applications for 
iPad. 

 
 

1. 大谷大学人文情報学科   

大谷大学人文情報学科は人文科学と情報学の融合を目

指して設立された学科である．今後の情報機器の発展にお

いては，優れた技術だけでなく，その技術を利用して人文

科学的な情報を発信することが重要になってくるであろう．

こうした人材を養成することが大谷大学人文情報学科の教

育のねらいである． 

2. iPad と情報教育 

2.1 大谷大学での iPad の配布 

iPad をはじめとしたタブレット PC や電子書籍リーダー

のようなデバイスの出現により，従来の情報機器の利用の

方法が変化している．これまでのPCはエンドユーザーも，

コンテンツ開発者も同じデバイスを使っていた．PC は汎用

性が高い一方で，エンドユーザーが利用するには相応の知

識が要求される．しかし，iPad のようなデバイスは，見せ

ることに特化した，よりエンドユーザー向けのデバイスで

ある． 

iPad や電子書籍のような，新しいメディアの発展やそこ

でのコンテンツ開発に寄与できる人材の育成が当学科の目

指すものである．そこで，当学科では，新たな情報機器を

実際に利用して，その長所と短所を十分に理解し，さらに，

その利用法を開発，提案できる人材を育成するために 2011

年度より学科全学生に iPad を配布している[1][2][3][4][5]． 

                                                                 
†1 大谷大学   

   Otani University   
 †2 龍谷大学   
   Ryukoku University   
 †3 神戸山手大学   
   KOBE Yamate Univercity   

2.2 大谷大学での基礎情報教育 

当学科では，第 1 学年の必修科目として，情報リテラシ

ーの基礎教育を週 2 回行っている．その授業では，OFFICE

製品の扱い方から，Web コンテンツ作成・管理，画像処理

の基礎を含んだ内容を 4 つのクラスに分けて教育している． 

2008 年度以前においては，各クラス担当の教員独自の教

材研究により授業を実施していたが，教員による個性の違

いにより，学生の知識にバラツキがあった．そこで，2009

年度より，初年時の情報リテラシー教育において，統一の

教科書を独自に作成し，その教科書に沿って授業を行った．  

こうした独自教科書の開発により，情報活応力の向上が

見られている[6]．また，iPad の導入と連動して，紙媒体の

教科書に加え，その教科書の電子版として PDF ファイルも

配布している． 

2.3 研究の目的 

iPad の導入により，電子媒体として，教科書を利用する

ことが可能になった．しかし，電子書籍は現在未だ発展途

上にある．直接情報機器の活用に関わる情報リテラシーの

教科書としてのあり方には確立したものがない．iPad の導

入の研究的な側面を利用するならば，電子教科書としての

あり方も明確になるはずである． 

そこで，本研究では，独自作成した教科書を電子化し，

利用にあたっての問題点を明確にすることで，電子教科書

のあるべき姿を模索した． 

3. 方法 

3.1 電子教科書 

大谷大学人文情報学科の情報リテラシー授業担当者で

作成した独自教科書を用いた．教科書の内容は，Web ペー

ジ作成の知識・技術の習得として HTML・CSS・JavaScript
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の基礎，サーバー管理の基礎として UNIX の扱い方の基礎，

画像処理の基礎として PhotoShop の基礎的な扱い方と画像

処理の基本的な考え方，および，情報発信に関わる法的な

問題であった． 

作成した教科書は紙媒体で配布していたものを PDF 化

した．従来は紙媒体と合わせて電子化した教科書を配布し

ていたが，電子教科書としてどの程度の利用性があるかを

検証するために，電子版のみを配布した． 

配布の方法は DL-Market[7]を通して販売した． 

3.2 アンケートの実施方法 

電子教科書使用前の意識と，実際に使用した後の変化を

知るため，教科書使用前と使用後にアンケートを行った． 

配布前のアンケートは 2012 年 9 月 20 日に実施した．配

布後のアンケートは講義期間最終の 2 週間（2013 年 1 月 17

と 2013 年 1 月 22 日）で行った． 

アンケートはGoogle Documentsのフォーム機能を利用し

て作成し，Web 上で行った． 

3.3 アンケート対象者 

大谷大学人文情報学科の 1 回生を対象とした． 

使用前のアンケートに対しては，73 名が回答した．授業

期間終了時期の使用後のアンケートには，30 名が回答した． 

3.4 アンケート項目 

3.4.1 使用前アンケート 

使用前のアンケート項目は教科書の見易さに関する項

目，学習の進みやすさに関わる項目，授業の理解度に関わ

る項目，教科書に対する期待に関する項目を設定した． 

教科書の見易さに関わる項目の質問は，「紙の教科書と

比べて電子版の教科書は見やすいと思いますか？」とし，

「とても見やすいと思う，やや見やすいと思う，かわりは

ないと思う，やや見にくいと思う，とても見にくいと思う」

の 5 件法で回答させた． 

学習の進みやすさに関わる項目の質問は，「紙の教科書

と比べて電子版の教科書は学習が進みやすいと思います

か？」とし，「とても進みすいと思う，やや進みやすいと思

う，どちらでもない，やや進みくいと思う，とても進みく

いと思う」の 5 件法で回答させた． 

授業の理解度に関わる項目の質問は，「紙版と比べて電

子版の教科書の方が授業の理解度が上がると思いますか？」

とし，「とても上がると思う，やや上がると思う，どちらで

もない，ややに下がると思う，とても下がると思う」の 5

件法で回答させた． 

教科書に対する期待の項目の質問は，「電子版の教科書

に対する期待度を教えてください．」とし，「とても期待し

ている，やや期待している，どちらでもない，やや期待し

ていない，とても期待していない」の 5 件法で回答させた． 

それぞれの項目の回答に対する自由記述の欄を設け，そ

の理由が明確な場合は，それを回答させた． 

3.4.2 使用後アンケート 

使用後のアンケート項目は教科書の見易さに関する項

目，学習の進みやすさに関わる項目，授業の理解度に関わ

る項目，電子版の教科書の感想に関する項目，および，改

善点を設定した． 

教科書の見易さに関わる項目の質問は，「紙の教科書と

比べて電子版の教科書は見やすかったですか？」とし，「と

ても見やすかった，やや見やすかった，同じだった，やや

見にくかった，とても見にくかった」の 5 件法で回答させ

た． 

学習の進みやすさに関わる項目の質問は，「紙の教科書

と比べて電子版の教科書は学習が進みやすかったですか？」

とし，「とても進みやすかった，やや進みやすかった，どち

らでもない，やや進みにくかった，とても進みにくかった」

の 5 件法で回答させた． 

授業の理解度に関わる項目の質問は，「紙版と比べて電

子版の教科書の方が授業の理解度が上がりましたか？」と

し，「とても上がった，やや上がった，どちらでもない，や

やに下がった，とても下がった」の 5 件法で回答させた． 

電子版の教科書の感想に関する項目の質問は，「電子版

の教科書と紙版の教科書を比較した感想を教えてくださ

い．」とし，「電子版の教科書の方が良かった，電子版も紙

版も同じであった，紙版の教科書の方が良かった」の 3 件

法で回答させた． 

それぞれの項目の回答に対する自由記述の欄を設け，そ

の理由が明確な場合は，それを回答させた． 

改善点に関する項目は提案を自由記述として回答させ

た． 

4. 結果 

4.1 使用前アンケート 

使用前アンケートの集計結果を Figure.1 に示す． 

 

図の横軸には，見易さ（Reading），学習の進みやすさ

（Learning），理解度（Understanding），期待（Expectancy）

Figure. 1 Percentage of responses to each item in pre questionnaire. 
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である．凡例は回答の選択肢の内，最も肯定的な選択肢

を”very positive”，やや肯定的な選択肢を”mild positive”，中

立の選択肢を ”neutral”，やや否定的な選択肢を ”mild 

negative”，最も否定的な項目を”very negative”としてまとめ

た． 

読みやすさと期待に関しては約半数の学生がポジティ

ブな評価を下していた．一方，学習の進みやすさと理解度

に関してはポジティブな評価を下している学生が少なかっ

た． 

自由記述で得られたポジティブな評価に関しては，「文

字を拡大できる」，「検索がしやすくなる」，「持ち運びが便

利である」といった電子書籍特有の要素を挙げている学生

が多かった． 

一方，自由記述で得られたネガティブな評価に関しては，

「ページ数がわかりにくい」，「長時間見ると目が疲れる」，

「使い方が良くわからない」，「書き込みがうまくできない」

といった回答が得られた． 

4.2 使用後アンケート 

使用後のアンケートの項目の内，教科書の見易さに関す

る項目，学習の進みやすさに関わる項目，授業の理解度に

関わる項目の集計結果を Figure.2 に示す． 

 

図の横軸には，見易さ（Reading），学習の進みやすさ

（Learning），理解度（Understanding）である．凡例は回答

の選択肢の内，最も肯定的な選択肢を”very positive”，やや

肯定的な選択肢を”mild positive”，中立の選択肢を”neutral”，

やや否定的な選択肢を”mild negative”，最も否定的な項目

を”very negative”としてまとめた． 

教科書の見易さに関しては，使用前のアンケートと同様

に，50％近い学生がポジティブな評価を行っていた．その

一方でネガティブな評価を下した学生の割合が増えていた．

自由記述では，「長い時間見ると目が疲れる」、「ページを紙

のようにまとめてめくれない」といった記述がみられた．

これらのことから，教科書として長い時間参照するには現

状の iPad の画面では問題があることと，紙の本の感覚と同

じように電子書籍を扱うことができなかったことに困難を

学生が感じていたことを示す． 

学習の進度と理解度の項目に関しては，使用前のアンケ

ートとは異なり，ネガティブな評価を示した学生が増加し

ていた．これらの項目に対する理由の自由記述として，「利

用中にバッテリーが切れた」、「オート消灯や手が軽く触れ

るだけで誤作動を起こす分扱いにくかった」、「メモを書き

込みにくかった」といった記述がみられた．これらの記述

から，iPad の操作に対する一定の習熟がない状態では，電

子版の教科書を有効に活用できないことが考えられる． 

電子教科書と紙媒体の教科書を比較した時の感想に対

する項目では，「電子教科書の方が良かった」とした学生が

13%，「電子版も紙版も同じ」とした学生が 40%，「紙版の

教科書の方が良かった」とした学生が 47%であった．この

結果は電子版の教科書に対しての満足度が低いことを示す．

また，理由に関する自由記述では，「紙の方が扱いやすい」，

「書き込みがしにくい」といった記述が多かった．このこ

とから，電子版の教科書の利点よりも，紙版の教科書の使

用感が勝っていることが考えられる． 

読みやすさ以外の項目においては，学習進度，理解度，

紙と電子版の教科書を比較した時の感想のいずれにおいて

も中性的な回答（どちらでもない，もしくは，どちらの同

じ）と回答した学生の割合が多かった．これらの回答の自

由記述では，教科書自体の内容や学習の内容が紙版も電子

版も同じであったことが挙げられていた．このことから，

学生の意識としては異なる学習経験が生じることを期待し

ていたが，それがなかったことへの失望が生じたとも考え

ることができる． 

最後に，学生に改善点の提案を求めたところ，記述をし

た学生は少なかった（9/30 名）． 

記述された改善点には，「文字サイズを大きくした方が

良い」、「書き込みをもっとしやすくしてほしい」といった

ものであった．それ以外は教科書の販売方法に関するもの

で，電子教科書自体の改善とはあまり関係がなかった． 

5. 考察 

独自教科書の使用前のアンケートの結果から，比較的多

くの学生が電子版の教科書についての期待を寄せているこ

とがわかった．その期待の原因は，電子化することでの持

ち運びの利便性や事項の検索性の利便性，および，見易さ

が向上したことから生じていたといえる．さらに，iPad と

いうデバイス自体が新しく，これまでの紙の教科書による

体験とは異なった学習形態への期待がこもっていた．ただ

し，こうした期待と同時に新しい技術の導入による不安感

も生じていた学生も少なからず存在していた． 

こうした事前の期待に反して，独自教科書の使用後のア

ンケート結果では，否定的な評価が多かった．この原因と

して，実際に電子版のみを用いた場合に生じた紙での経験

との乖離が考えられる．実際，自由記述で出てきた否定的

な意見の多くが，紙のような書き込みができないというも

Figure. 2 Percentage of responce to each item in post questionnaire. 
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のであった． 

本研究では電子版の教科書を読むリーダーとして Good 

Reader を推奨したが，その理由として，このアプリの汎用

性の高さと，書き込み，特に，フリーハンド形式での書き

込みができるためであった．しかし，このアプリの表示が

英語であることが一部の学生には利用をためらわせていた

ことも事実であった．iPad の特性は，その直感的な操作に

あるため，表記が英語であっても問題はないとの判断で学

生に当該アプリを推奨したが，一部の英語に対しての拒否

反応をもたらすような学生にとっては大きな障害であった

ともいえる． 

また，電子版の教科書に対してのネガティブな評価の要

因として紙による教科書の体験による学習スタイルの固執

も考えられる．実際に，書き込みをする上で，紙のように

容易ではなかったとの意見も見られる．iPad のアプリによ

るメモの書き込みを行う場合は，学生がこれまでに慣れて

いたペンによる書き込みの感覚とは異なる．また，書き込

みの保存や書き込み形式（ラインを引くのか，メモとする

のか）といった選択が必要となるため，こうした作業が効

率的ではなかったといえる． 

さらに，電子教科書に対して生じたネガティブな評価の

源泉として，学生・教員ともに紙の教科書に対する経験に

基づいて、電子教科書を用いた授業に取り組んだ可能性が

考えられる． 

本研究では，情報リテラシーの演習系の授業ではあった

が，デスクトップ PC の前で作業をしながら，教科書の参

照を行わせていた．こうした方式は紙を用いた場合とほと

んど変わりのない授業形式であった．これは，上述のライ

ンを引く，メモをするなどの書き込み感の違いに加え，参

照の方法にもこうした潜在的な意識が影響していたともい

える．その結果、電子教科書の特性を生かした授業の取り

組みとはならなかった可能性がある． 

教科書はこれまで得られた知識を文字化し，学生に伝え

るための存在であった．そのため，電子教科書はそうした

テキストを情報機器で表示することで，その情報機器の利

点を生かしながら，知識や技能を学生に伝達することが利

点の一つといえる．しかしながら，情報リテラシーにおい

ては，情報機器自体の利用を通して，現代社会における情

報の活応力を養成するものであるため，他の教科のテキス

トの電子化とは異なる視点が要求される． 

例えば，本研究で行った授業においては，デスクトップ

PC と iPad という情報機器を同時に扱いながら，その技能

の習得を行おうとしていた．こうした場面においては，iPad

という携帯できる端末の長所を十分に生かし切れていない

といえる．なぜならば，iPad 自体が情報機器である以上，

情報の知識と技能の習得は iPad を通じても行うことがで

きる．すなわち，これまではテキストと教授内容となる情

報機器が分離していたが，電子化することでテキストと教

授対象を統合することも可能である． 

こうした視点に立てば，情報リテラシー教育における最

適な教科書とは習得すべき対象とそのテキストを同時に扱

うことが要求されるであろう． 

例えば，本研究で扱ったテキストの内容である HTML や

CSS を iPad のテキスト上に記入し，その結果を別のアプリ

や Web サーバー上で変換・表示することで，その記述の振

る舞いを直接確認することも技術的には難しいものではな

いであろう．このようなテキスト上，もしくは，テキスト

を表示するキャリアとの連携を行うことで，学習者の理解

度も増加するといえる． 

ただし，本研究で用いた iPad は PC のような汎用性を持

つものではなく，むしろ見せることに特化したデバイスで

あるため，上述のような方法はデバイスの性質上，好まし

い結果をもたらさない可能性がある．そのため，実際にユ

ーザーに上述のような機能を持つ電子教科書を作成した上

で，ユーザーの使用感や問題点を浮き彫りにし，改善して

いくことが必要であるといえる． 
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タブレット型 PC を利用した博物館ガイドシステムの検討 
 

平澤泰文†1†3 松川節†1 川田隆雄†2 小南昌信†3 
 

 近年急速に成熟してきた情報通信技術，いわゆる ICT を効果的に学習に，具体的には博物館学習に利用するために，

アップル社のタブレット型 PC である iPad を利用したガイドシステムを構築した．このシステムを博物館で開催され

た展覧会へ実際に導入した上で，高校生・大学生を対象としたアンケート調査を実施して，教育利用の可能性を探る

ことを研究目的とした．本稿では，2008 年に構築した携帯情報端末 PDA（シャープ社製スマートフォン）を利用し

た博物館音声ガイドシステムの実証実験の結果を比較・評価する．また 2012 年春に開催された展示会で本システム

を展示鑑賞支援として導入した際には利用者に簡単なテストを行い，博物館学習支援としての効果を確認することが

できたので報告する． 

 

A Study on the Museum Guide System using Tablet PCs 
 

YASUFUMI HIRASAWA†1†3 TAKASHI MATSUKAWA†1 
TAKAO KAWATA†2 MASANOBU KOMINAMI†3 

 

  In order to use ICT effectively for museum study, the guide system using the iPad, which is a line of tablet 
computers designed and marketed by Apple Inc., was built.  After introducing this system to the exhibition held 
in the museum, the questionnaire was carried out to the student.  This paper compares this system with the PDA 
voice guide system, which was built in 2008.  Moreover, this paper reports the results of the trial in the spring 
exhibition in 2012. 

 
 

1. はじめに   

 本研究は ICT を効果的に自然な形で学習に活用すること

を目指して，Apple Inc.によって開発及び販売されているタ

ブレット型コンピューターである iPad を利用した,博物館

で展示鑑賞支援と学習支援を行うことが可能な博物館ガイ

ドシステムを構築した．実証実験は，大谷大学博物館[1]

で定期的に開催される真宗・仏教文化財の展示会で実施し

た．詳しい解説を提供するために利用者に携帯可能な状態

にしたヘッドフォン付きの iPad を展示会場で貸与した． 

 ここで従来の展示鑑賞支援における課題を挙げると，時

間的・空間的制約に起因する問題により，子ども向け，体

が不自由な人向け，研究者向けや外国人向けといった全て

の利用者に対応して展示をすることが難しい．また本学の

学生や学芸員が常時展示案内して詳しく解説する事は効果

的な手段であるが現実的ではないため，展示のテーマや魅

力を広く利用者に伝える事が難しいことが挙げられる．ま

た，博物館学習支援の課題としては，本博物館展示では真

宗・仏教文化財のテーマを中心に企画されるために，展示

自体の意味を読み取り理解することが難しかったり，具体

的に展示物を観察しても，どのように歴史や文学などの知

識に結びつけて理解すればよいのかわからない場合があっ

たりする．よって，利用者の興味関心を引く展示をした上

                                                                 
 †1 大谷大学   
   Otani University   
 †2 同志社女子大学   
   Doshisha Women's College of Liberal Arts   
 †3 大阪電気通信大学   
   Osaka Electro-Communication University   

で，利用者が積極的に参加でき，取得した情報の見方や考

え方を養う事が可能な学習支援のシステムを開発する必要

がある． 

 これらの課題を克服するために，ＩＣＴを活用した博物

館ガイドシステムを開発して実証実験とそのシステムの評

価を繰り返しきた．具体的に本稿で取り上げる実験は，2007

年 10 月に開催された 「法隆寺一切経と聖徳太子信仰」と

いう題目の展示で導入された音声ガイドシステムの実験と，

2010 年 10 月に開催された「親鸞−その人と生涯−」と 2010

年 12 月に開催された「京の寺内町」という題目の展示で導

入された iPad 博物館ガイドシステムの全 3回の実証実験で

ある．なお，これらの結果を受けて，大谷大学人文情報学

科では全学生への iPad の配布が決まり 2011 年より授業で

運営するまでに至った．また，2012年 4月に開催された 「清

沢満之と真宗大学」という題目の春季企画展で京都市指定

文化財となった「久多の木造五輪塔」を紹介する展示では

アンケート調査だけでなく簡単なテストを実施した． 

 本稿では利用者のアンケート結果と端末から回収された

操作ログデータやテストの結果を分析して考察を行い，構

築したシステムの評価として報告する． 

2. 博物館ガイドシステムの概要 

 博物館ガイドシステムを構築するにあたり，2010 年に

Apple Inc.からiPad 第 1 世代が貸与されるまでは，シャー

プ・ウィルコム・マイクロソフトの 3 社が共同開発し、ウ

ィルコム向けに供給される携帯情報端末（PDA）である

W-ZERO3 を利用者のための主な携帯デバイスとして搭載
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されるソフトウェアとコンテンツの開発を行ってきた．[2] 

2.1 PDA を利用した音声博物館ガイドシステム 

 図 1(a)が利用者に貸与する PDA（シャープ社製・

W-ZERO3[es]）である．当初は各々の PDA にはアクティブ

タグが接続され，プレゼンス情報によるガイドを提供して

いたが，度々誤動作や遅延が発生した．そのため，端末の

タッチパネルを利用したアプリを制作して，所望の展示品

のガイドを利用できるようにした． 

 

   
(a) 利用者用 PDA      (b) インターフェイス 

   
(c) 音声ガイドポイントと館内マップ 

図 1 PDA を利用した音声博物館ガイドシステム 

Figure 1 The museum guide system using PDA. 

 

 図 1(b)に音声ガイドアプリのユーザーインターフェイス

を示す．開催期間には 50 前後の展示品が公開されたが，そ

のうち約 20 点に関してガイド用の音声コンテンツを用意

した．図 2 の展覧会場のマップにあるように，経路順に配

置された展示品近傍の1～15のパネルの番号（図1(c) 参照）

と PDA 画面上のコマンドボタンの番号が対応しており，タ

ッチパネルを利用して簡単に展示品の音声ガイドを再生す

ることが可能である． 

2.2 タブレット PC を利用した博物館ガイドシステム 

 利用者が携帯できるようにペッドフォン付きの iPad を 

 

 

図 2．iPad を利用した博物館ガイドシステム 

Figure 2 The museum guide system using iPad. 

 

博物館の入り口で貸与するだけでなく，図 2 のように展示

ケースの側に数台の iPad を設置して，来客者が自由に利用

できるようにした． 

 図 3にプログラムした iPadガイドシステムのユーザーイ

ンターフェイスを示す．従来展示物に付属する詳細な解説

パネルや配布解説書・図録などの代わりに，館内で手軽に

情報の提供が可能になった．製作したアプリはユニバーサ

ルデザインを目指しており，解説文書や音声を，日本語以

外の言語に対応させたり，中学生向けに内容が平易になる

ように再構成したりして，できるだけ多くの人が利用可能

であるようにデザインした（図 3(a) 参照）． 

 館内マップで展示物を確認しながら，内蔵されたコンテ

ンツを利用する．展示品近傍のパネルには経路順に番号が

割り当てられており，館内マップ上の対応した番号のコマ

ンドボタンをタップすることで（図 3(b) 参照），簡単に展

示品の音声ガイドを再生することが可能であり同時に音声

原稿や解説文書を閲覧できる．単に一方的な資料の提示に

ならないように，利用者が積極的に参加・学習できるコン

テンツを開発した．具体例を挙げると，文化財なので触れ

ることができず，また場所の問題で展示物全体を展示でき

ないような長い巻物は画面上でスクロールさせることで，

自然な形で絵巻物は右から左にかけて観ることで物語が理

解できる事を体験できる．文と絵を見やすくするために４

倍までズームできる他，見やすくフィルターで処理された

画像や,解説資料をレイヤー状に付加，拡張させた画像を閲

覧することができる（図 3(c) 参照）機能を搭載した（いわ

ゆる拡張現実 AR）．この機能を応用した「京の寺内町展」

のアプリでは，古地図の上に現代地図のフィルターを加え

て近世との町並みの変化の比較ができるように工夫がされ

ている（図 3(d) (e) 参照）． 

 また「久多の木造五輪塔」の展示の鑑賞支援用のアプリ

の開発にあたっては動画表示機能の実装を行った．特に展

示会の中の目玉展示品である五輪塔のあるコーナーでは，

その価値や意味を利用者に伝えるために，これまでのよう

に実機を貸与するだけでなく，図．2 のように据え置き型

の iPad も用意した．展示鑑賞支援の一つの手段として，本

学の学生や学芸員が常時展示案内して詳しく解説する事は

効果的であるが現実的ではない．据え置き型の iPad のコン

テンツには，図 3(f) のように本学教員が展示品の解説を行

った動画を収録した．利用者が携帯する iPad には，図 3(g) 

(h) のような展示物の断面の X 線画像を動画にしたものを

収録して，中がどのようになっているかを鑑賞できるよう

にした．利用者は納入品のある３カ所の水平方向と垂直方

向のX線動画を観察することでどのような物が納入されて

いるのかを考察することが可能である． 

 何れの展示会に於いても，現実の「物」を鑑賞しながら，

自然な形で，学びに結びつくことをテーマにコンテンツは

制作した． 
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(a)言語設定        (b)館内マップ 

  

(c)展示品解説(巻物)   (d)展示品解説(地図) 

  

(e)古地図解説     (f)展示品解説動画 

  

(g)水平方向 X 線動画  (h)垂直方向 X 線動画 

図 3．iPad 博物館ガイドシステムのインターフェイス 

Figure 3 The user interface of the iPad museum guide system. 

 

3. システムの評価 

 本ガイドプログラム終了直後に出現する図 4(a)に示すよ

うなアンケートフォームと博物館鑑賞後に送信してもらっ

た E メールによって利用者から主にユーザビリティ評価用

のデータを収集した．また，本学学生を対象に展示会鑑賞

後に図 4(b)のような MS-ACCESS で作成したフォームによ

るアンケート調査に協力をしてもらった．その過程を観察

したり，アンケートの結果やコメントを元に学生にインタ

ビューを行ったりして，開発したシステムの操作性、視認

性などのインターフェイスを評価した． 

 

  

  (a)iPad アンケート 

 
(b)MS-ACCESS アンケート 

図 4．評価用のアンケート 

Figure 4 The test for evaluation. 

 

 また，博物館学習支援としての評価はアンケートだけで

は客観性に欠けるため，高校の日本史程度の簡単なテスト

を展示鑑賞の前後で行った．これは，WEB 上の日本史ドリ

ルや，図 5(a) (b) に示すような本ガイド用アプリと同時に

開発したに回答選択式のクイズを利用した．このクイズは，

歴史や文学だけでなく，展示の内容を理解していないと解

答できない質問がランダムに出題される．解答結果を回収

してドリルやクイズの正解率の変化を分析することで博物

館学習の効果を評価した． 

 本ガイドシステムは iPad の無線機能(Wi-Fi, Bluetooth)を

利用して，利用者の端末同士でユーザ参加型の対戦クイズ

を行うことが可能である．利用者の位置情報や操作履歴な

どは各々の端末から無線 LAN で送信されることになる． 

 展示鑑賞支援の評価としてアンケート，学習支援の評価

としてのクイズ，そして貸与した情報端末から回収された

運営者用ログファイルを解析することで本システムの有用

性をはかった．以下に結果をまとめる． 
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(a)メニュー画面     (b)クイズ画面 

図 5 評価用のテスト 

Figure 5 The test for evaluation. 

 

3.1 アンケートの回答者 

 表１に回答者の内訳を示す．2008 年は 37 名，2010 年は

82 名，2011 年は 66 名，2012 年は 71 名から回答を得た．

回答者の内訳は，博物館を訪れた一般の利用者や高校生だ

けでなく，本学の学生を対象として実施したため，半数近

くが女性で年代別に集計すると 20 歳代が一番多かった．無

記名の回答選択式のアンケートであるため，2008 年の回答

者数は実際のガイドシステム利用者数の 3 割程であった．

2010 年以降の調査には人文情報学科の大学生が授業の一

環として展示鑑賞に参加したため，回答者数は増加した． 

 

表１．回答者の内訳 

Table1 The details of respondents. 

 

3.2 フォームアンケートの結果 

 調査項目ごとの集計結果を図４に示す．5 つの質問に対

して 5 段階（2008 年は 7 段階）の回答肢を用意した．どの

質問項目でも「悪い」，「やや悪い」といった否定的な回答

数は１割にも満たなかった．博物館での展示鑑賞支援に

ICT を活用する事が利用者のユーザビリティ向上のための

手段として有効であると言える．また音声ガイドシステム

の集計結果（図 6(a) 参照）と iPad ガイドシステムの集計

結果（図 6(b), (c), (d) 参照）をどの質問項目で比較しても

有意差は無かったので，回答記述式アンケートの結果を分

析して，iPad ガイドシステム導入の利点を検討した． 

図 6(d) で示すように「今後の利用」と「推薦度」について

の回答結果が，前年に比べてやや低下している．2011 年に

本学の情報系の全学生に iPad を配布したことが影響した

と推察される． 

 

 

(a)2008 年 

 

(b)2010 年 

 

(c)2011 年 

 

(d)2012 年 

図 6 アンケートの結果 

Figure 6 The result of the questionnaires 

 2008 年 2010 年 2011 年 2012 年 

10 歳代 4 20 16 19 

20 歳代 13 37 31 38 

30 歳代 10 12 9 4 

40 歳代 2 4 6 7 

50 歳代 4 5 2 2 

60 歳代 4 4 2 1 

合計 37 82 66 71 
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3.3 E メールアンケートの結果 

 2008 年の回答記述式アンケートで，E メールや記帳で得

た多く見られた展示鑑賞支援の課題と受け取れる文章回答

としては，「（端末のタッチパネルが）小さくて扱いにくい」，

「文字が見づらい」，「音声解説のトーンが一緒でずっと聞

いていると飽きる」といったものであった．博物館学習支

援の課題といえる回答としては，「音声だけでは，展示物の

内容が理解できない」，「具体的に何処を見ればいいのか分

からない」，「古文書を読みたいのに音声ガイドを聞いても

読めるようにならない」といった内容であった．この結果

から，音声ガイドだけでは，ユーザビリティの向上や学習

支援に限界があると判断して，視覚情報の提供が可能にな

る大型のタブレット PC を活用した学習システムの立案を

して，iPad 博物館ガイドシステムの開発となった． 

 2011 年の実証実験後の文章回答では，「画面が大きくて

とても見やすい」，「絵や図を拡大したり，左右上下に移動

したりするのも指で触れるだけでできるので，とても便利

で操作しやすかった」といった回答が得られた他，実際に

様々なメディアに広報した結果として，多くの利用者や博

物館職員などから好意的な反応が得られた．音声博物館ガ

イドシステムと比較すると，展示鑑賞支援としての使い易

さや魅力度は向上したと判断できる．高齢の方や障害を持

つ方などからは，「細かい字を見るのが苦痛な人や視覚障害

のある人にとっては，大きな画面で見ることができ，解説

文を音声で読みあげてくれるので便利だ」などといった回

答も得られ，アクセシビリティの点においても機能が向上

したと言える． 

 また，学習支援の課題については，音声ガイドだけでな

く画像や文字情報を展示鑑賞時に効果的に付与する学習プ

ログラムを工夫することで，「親鸞直筆の手紙が読めた」，

「４００年前の京都駅前の街並みが想像できて面白かっ

た」というような回答を得て，利用者の課題意識を高めて

いることがわかった． 

 2012 年の文章回答では，展示品の断面動画が魅力的であ

り，また音声のよるキャプションの読み上げ機能が役に立

った」というが回答が多く，次いで，「人数が多いと後方の

人が展示品を見られないので iPad があると役立つ」，「暗が

りで説明書きを読まなくていいのでスムーズに展示品を見

ることができた」といった回答が多く得られ，展示鑑賞支

援として本ガイドシステムが有効であること，ユーザビリ

ティの向上に寄与できたことが確認できた． 

「音声で読みあげてくれるので、難しい漢字の読みがわか

る」，「音声と解説が同時に見ることができ、意味がわかり

やすかった」というような学習支援として役に立ったとい

う回答を多数得ることができた．その上，意欲的な利用者

からは「解説文が展示してあるものと一字一句かわからな

いものがあるので，アプリならでは，使って得だったと思

える何かがほしい」，「専門用語（単語）の解説をつけてほ

しい」といった意見もあり，iPad に習熟した利用者が増え

ていることが判断できた． 

3.4 クイズ形式アプリを活用した評価 

 図 5(b) に示すような iPad ガイドシステムに組み込んだ

回答選択式クイズアプリを利用して，展示内容の理解度を

計るために，情報系の大学生６名の協力を得てテストした．

高校の日本史ドリルでの成績が良かった６人を，本システ

ムを利用する・しないで２つのグループに分け，博物館学

習の前後で正解率の変化を実験した．展示の内容を理解し

ていないと解答できない２０題がランダムに出題される．

両グループの最初の正解率は平均２割であった．本システ

ムを利用したグループの正解率は約８割に対して，利用し

ないグループは６割に留まった． 

3.5 運営者用ログファイルの解析結果 

 運営者用ログファイルについては，製作アプリに組み込

んだプログラムから取得したもので，運営日時の詳細，端

末の位置情報，ユーザの操作内容，クイズの正解数，所要

時間やアンケートの回答値などが記録されている．これら

の解析結果を図５に示す．2008 年と 2010 年の画面をタッ

プしてガイドを起動した回数を棒グラフに，ガイドポイン

ト（場所）に滞在した利用時間を折れ線グラフで示した．

横軸には利用回数が多かった上位７つのまでガイドポイン

トを並べてある．縦軸については比較しやすいように 2008

年の実際の利用回数に 1.42（利用者数の比）を乗算した値

がプロットされている． 

グラフを見ると iPad ガイドシステムを導入した 2010 年の

方が各々のガイドポイントでの利用時間が長く，利用回数

も多くなっており，何度もガイドを繰り返し再生して画像

データを閲覧するために多くの操作をしていることがわか

る．また利用者の鑑賞平均時間が音声ガイドシステムでは

12 分 8 秒から，iPad ガイドシステムになって 18 分 33 秒へ

と延びている．本学の博物館で提供する展示物は古文書が

中心であるため，文字情報の要素が強く，ある程度の時間

をかけて読み込まないと理解できない．実際にクイズ形式

アプリの正解率の高さは鑑賞時間の長さに比例する傾向が

あった． 

 2012 年の展示では，ガイドをトピック展示のコーナーに

集中させたため，他の展示のようにガイドポイントごとの

比較はできないが，動画像の再生時間の合計は一人当たり

平均3分30秒とトピック展示品の場所で５分前後留まった

ことになり，今までの展示のログの中では一番多い操作回

数と利用時間を記録した． 
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図 7 ログの解析結果 

Figure 7 The analysis of log 

 

4. まとめ 

 本研究では，単に鑑賞用コンテンツの制作だけでなく，

ガイド，アンケート，クイズといった機能を含んだ iPad ア

プリを開発，継続的に各機能の改良を行ったことが博物館

ガイドシステムとしての評価に繋がった．特に動画に対す

る利用者の反応が良く，アンケートの結果からコンテンツ

の充実度を上げていくことが，博物館の展示の魅力度を向

上させ，学習時の課題意識を高めていることがわかった． 

 また，学習効果を確かめるために行ったクイズ形式のテ

ストでは，本ガイドシステムの利用で正解率が向上するこ

とを確認したが，展示の内容をどれだけ理解できるように

なるのか，教育効果に関しては十分調査しきれなかった．

しかしネットワーク参加型のクイズを実施したところ，学

習者間の相互作用を活性化させる環境となり，高い教育効

果を得ることが出来た．このクイズは，学習者の学習意欲

を高めるために，端末間でドリル形式の問題で対戦をする

ことができ，対戦においての学習者の学習履歴（正解率、

苦手問題）を記録できる．次の課題としては，対戦形式だ

けでなく，学習者同士で協調して行える，グループ学習の

支援を目的とした仕組みを考えることである． 

 ICT の導入で混迷した教育の現場においても本システム

のようなタブレット型 PC を活用した適切なコンテンツを

学習者に経験させることで高い教育効果を得ることができ

ると確信する．iPad のようなタブレット型 PC が普及した

現在，どのようなコンテンツを開発すれば良いのか明確な

指針が必要である．今後の本システムの課題は，利用者が

より主体的に参加できるような学習支援の機能を充実させ

たコンテンツの開発であり，その学習効果を評価すること，

同時に内容理解に関する評価方法を検討することである． 
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