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私の任務 
• 自己紹介：専門は固体物理学（の理論） 

  2007年東京大学工学系研究科定年退職 
       2000~2002 評議員 
       2003~2007 工学教育推進機構長 
       東京大学名誉教授 

    2007～: 東京大学  
            大学総合教育研究センター特任教授 
            (全学教育推進部門） 
 
• 学術俯瞰講義の企画運営 

→ 「理想の教科書」 Todai-eTEXT  
       学術俯瞰講義の中から特に選んで、 
   video, 資料にテキストおよび付加資料を加えた． 
→ 著作権処理、ソーシャルリーディング機能 
 
 
 
 



UTOCW ８７講義×13回＝1131講義 

• 学術俯瞰講義 ２０ 
• 横断型講義 ３ 
• 工学 １５ 
• 公共政策 ２ 
• 法学 ９ 
• 理学 ４ 
• 数理 ２ 
• 医学 ６ 
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• 学際情報 ３ 
• 物性研 ２ 
• 情報理工 １ 
• 新領域 １ 
• 教養 ８ 
• 文学 ２ 
• 経済 ７ 
• 教育 ２ 



理想の教科書（Todai-eTEXT)の目的と機能 

目的：大学の知の開放 
   オープンコースウェア（UTOpenCourseWare、UTOCW）の延長 
    著作権の利用許諾は我々で処理（講師の負担はない） 

対象：大学生、高校生、初中等教育の教師 
    東京大学内の講義補助手段としては使わない 

機能： 
① ビデオ記録、テキスト、講義資料＋付加情報 

→連動してInternet上に提供 
② コンテンツ管理＋著作権許諾作業の支援 
③ コミュニケーション機能（ソーシャルリーディング） 
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講義資料 
講義ビデオ 

講義ビデオの文字テキスト 

Qlippy  
書込み、閲覧 

目次 

「理想の教科書（Todai－eTEXT)」の構成 
http://todai-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.preview/preview.php?topic_id=42 

公開画面 
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2010/7/16 教育の未来を拓く
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著作権処理の必
要性を判断 

許諾先をデータベースより選択 
→自動的に連絡先を表示 

許諾のステータス 
 未処理、掲載OK、削除、差
替など 

誰がいつ作業した
のか明示 

著作権登録管理システム 

１．著作権処理管理 
２．画像の検索 
３．許諾処理の履歴 



Todai-eTEXTのシステムイメージ 
http://todai-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.preview/preview.php?topic_id=42 
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閲覧者（ユーザ） 

閲覧 

参照 

連携 公開サーバ 

連携 

管理サーバ 

コンテンツ、管理情報 
著作権情報、等 

コンテンツ管理者、登録者 

アップロード 
編集、管理 

http://todai-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.preview/preview.php?topic_id=42


http://todai-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.preview/preview.php?topic_id=42 
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理想の教科書（Todai-eTEXT）の開発思想 

1. 独自の複雑なしくみにしない 
– Webブラウザ＋Adobe Flashによるビュー 
– サーバ側はオープンソースのソフトウェアとLinuxにより

構成 
→ 導入の障壁（手間、コスト）を下げる 
– データ形式はコンバート可能な形式で蓄積 

2. 反復型開発のため、柔軟な拡張が可能 
– コンテンツとともにシステムも進化し続ける 
– 第三者提供を行う際も、カスタマイズや機能の相互

フィードバックがしやすいように 
– Todai-eTEXTはあくまでパッケージ製品ではない 
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Todai-eTEXTシステムの特徴と将来 

特徴 
• e-learningでもなければ電子書籍でもない 
• テキストデータを中心にスライド（PowerPoint）と動画

データが結びつけられる形で管理 
• テキスト、スライド、動画がそれぞれ柔軟に同期できる 
将来 
• ビューアをPCから別デバイスへの拡張（タブレット等） 
• FlashだけでなくHTML5等へのトレンドに対応 
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「理想の教科書（Todai－eTEXT)」の利用提供について 

1. 資料利用の際、原著者の使用許諾の能率向上． 
a. データベースの形成． 

b. 同様な資料は同一基準． 

c. 同じ資料の反復手続きを会費． 

d. 複数の作業者． 

2. 現状の利用の他 
実験手順の説明や機械操作の説明、計算機ソフト利用手順など 
学生が繰り返して手順を確認しながら作業にあたることができ、思わぬ誤操作
や事故を未然に防ぐことができる． 

3. 有償提供 
a. 学術資料の二次利用が抱える著作権管理の困難が軽減． 

b. 教育機関が本来行うべき教育資料内容の質的向上等に力を傾注可． 

c. 同様なシステム開発のための時間と経費の無駄をなくす． 

d. 東京大学が開発を継続・発展させるため． 
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東京大学の教育改革の困難 

東大の教育改革の遅滞の原因 
1. 本部には講義設定、単位認定の権限なし． 

本部には専任教員スタッフはいない 
（総長、副学長のみ）． 

2. 授業開始・終了時間が学部ごとに設定 
（H24年度から共通化） 

3. 他学部時間割を全体的に見る手立てなし 
（H24年度から可能） 

→全学的立場で問題を検討することの困難． 



(新）授業カタログの意味 
多様性を積極的に大学内に持ち込むこと． 
学部の意味を問い直す（学部は学問領域に対応?）． 
学生自身の発想に期待する． 

研究大学と人材養成（リベラルアーツ） 
 研究者養成、官僚養成 （既成社会の人材）？ 
 グローバル人材？(将来の社会のための人材) 

旧帝国大学の伝統と学問の自由 
（学部自治を基本とした大学の自治、学問の自由） 

「伝統的な大学」と「変化する社会」の乖離． 



東京大学のシラバス管理システム 
1. 工学部授業カタログ（工学部3~4年・大学院） 
2. Utask (教養学部１~２年） 
3. UT-mate（教養学部3~4年、工学部以外の学部3~4年・大学院） 
 
◎シラバス形式が学部によりまちまち 
◎学生が全学の講義の全体を見ることが著しく困難（印刷物
としての講義一覧はあった～授業カタログ） 
 
方針：学部の権限（成績管理など）には手を触れず、 
全体の見せ方のみを一新． 
◎シラバス形式を統一 
→ （新授業カタログ）→ 
◎電子システムにより全学授業科目情報の全体を見、 
  検索、可視化システムを開発． 
 シラバスの全文を検索対象、 
 講義内容にしたがって講義間の距離を可視化． 



東京大学(新)授業カタログ 

http://catalog.he.u-tokyo.ac.jp/ 

全学の講義． 
シラバス全文を検索対象． 
講義の関連を可視化． 

 
学部間の壁をできるだけ低く． 
学生が自分の進む方向を自己設計． 
新しい分野を学生が開拓する手段． 

http://catalog.he.u-tokyo.ac.jp/




4月以降のVisits数、Hits数 (7月9日) 



5月の毎日のAccess状況 

• アクセス数 4月：479,688 pv、5月：110,773 pv、6月：90,297 pv 
• MIMAサーチの利用  – トップページ比13.0%  
•利用Webブラウザ  
–IE(44%), Chrome(15%), Safari(7.4%), Firefox(7.2%), iPhone (5.5%), Java(5.3%), Android (4.6%)  
•SNS内リンクからのアクセス  – Twitter、facebook とも少なくない。 



ICTによる（大学における）教育改革 

• 目的１（教育面） 
– 学生のself-educationに如何に手助けになるか． 
新しい世界を開くのは新しい世代． 
公平性と透明性．多様性の尊重 

– 今までない機能 
課題：情報過多 

– 教育の基本はface-to-face． 

• 目的２（経営面） 
– 機能を高める．（ One Stop Service ） 
– 人の手による手間を省略．（入力は1回） 

陥りやすい罠：  
経費の膨張と複雑な手間．コンピュータを繋ぐ人の手． 

設計が肝心：丸投げは失敗のモト．デザインに幻惑注意． 



ご清聴を感謝します 
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