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                  令和２年５月１１日  

 

学 生 各 位  

 

          理事（教育、学生担当）・副学長  

                  飯 田 弘 之  

 

       オンライン授業について  

 

 オンライン授業に関するアンケートにご協力いただきあり  

がとうございました。  

 今回のアンケートで、改善が必要な項目についても様々な  

フィードバックがありましたので、今後可能なことから対応  

していく予定です。  

 ご意見が多かった以下の点については、再度周知しますの  

で参考にしてください。  

 また、オンライン授業について、以下のURLに参考情報を  

掲載していますので、参考にしてください。  

URL: https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/  

 

             記  

 

１ 学生寄宿舎でのWiFi環境  

 学生寄宿舎でWiFi環境が悪い場合は、有線 LANの利用を  

強く推奨します。  

 学生寄宿舎の無線 LAN(WiFi)インフラは、部屋の位置や、  

近隣の利用者の影響により、接続が切れたり品質が大幅に  

低下したりすることがあり、今回の遠隔での講義実施に使  

われる動画配信や会議システム(Webex)等の利用に十分な通  

信品質が得られない場合があります。安定した通信が必要  

な状況では、有線 LANを利用されることを推奨しています。  

 遠隔講義の受講を円滑に進めるため、情報社会基盤研究  

センターでは、Surface 等を有線 LANに接続するための  

「有線 LAN接続アダプタ」と「LANケーブル」の貸出を実  

施しています。  

 希望者は下記のページからお申し込みください。  

 https://www.jaist.ac.jp/iscenter/202004  

 



２ 視聴端末  

 スマホ等で視聴している場合、オンライン授業を受講する  

上でデータ通信量が膨大になる可能性があるため、データ通  

信料が無制限の契約を検討することを強く推奨します。なお、  

一部の通信事業者（スマートフォンプラン契約会社）では、  

25歳以下のユーザーに対してパケットプランの上限アップを  

無償で行うことを示していますが、事業者によって対象期間  

や上限値に違いがありますので、各自の契約会社の取り扱いを  

きちんと確認しておくようにしてください。  

 また、これらのデータ通信料の緩和は勉学に励む学生のための  

通信事業者による措置であるため、他の用途での大容量通信は  

行わないようにしてください。  

（参考 URL）https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/#c4686  

 

３ ネットワーク接続  

 録画配信を視聴する際、夕方～夜の接続に問題がある場合は、  

接続する時間帯を変えてみることをお勧めします。（午前中は  

比較的空いています。）  

 

４ Webexでの受講  

 シングルサインオンで認証を求められる多くの講義では特に必  

要ありませんが、一部の認証を求められない講義や研究室での打  

ち合わせではWebexの初回利用時に登録した氏名が表示されます。  

こうした講義や打ち合わせにおいても名前表示に氏名を入れるよ  

うにしてください。講師の先生は、入力された氏名で学生の受講  

を確認しています。  

 

５ 録画配信  

 講義ビデオのアップロードのタイミングは、通常、午前中の  

講義は当日夕方以降、午後の講義は当日深夜から翌日にアップ  

ロードされます。  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear Students:  

                  Trustee and Vice President  

                  for Educational and student Affairs  

                                   IIDA Hiroyuki  

 

             About Online lectures  

 

Thank you very much for your cooperation for the  

questionnaire about online lectures.  

Based on the results of questionnaire, there were  

various feedbacks on some issues that needed to  

be improved; we will work out improvement measures  

from what we can take care.  

We've received many comments/ inquiries of below  

points; we inform you some tips again, so please  

kindly find it out.  

In addition, for more details of online lectures,  

please kindly visit below site:  

URL: https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/  

 

1. Network of JAIST Student Housing  

In student housings, if you’re in trouble with  

wireless LAN service, we highly recommend to use  

wired LAN.  

The network connection with wireless LAN service  

in student housings may be very low quality, or  

it maybe lose internet connection depending on  

the location of your room or the influence of  

nearby users. Therefore, it might be not enough  

quality for delivery of recorded lectures and use of  

Webex for online lectures if you use wireless LAN  

service. For the stable internet connection, using  

wired LAN is strongly recommended. In order to take  

online lectures smoothly, Research Center for  

Advanced Computing Infrastructure lend out  

"wired LAN adapters" and "LAN cable" to connect  

your Surface to a wired LAN. If you are interested,  

please apply through the page below.  

https://www.jaist.ac.jp/iscenter/202004  



2. Device  

If you take online lectures with your smartphone or  

tablet, we highly recommend that you consider a  

contract of limitless packet communication charges  

as the amount of packet communication charges may  

be enormous in taking online lectures. Some mobile  

phone companies offer the increase the packet plan  

limit free of charge for users under the age of 25,  

there are differences in the target period or upper  

limit depending on the operator, so please make  

sure to check the announcement of each mobile phone to  

see which rule is applied to you. Please kindly  

note above special treatment by mobile phone companies  

is for the students who work hard on study, please  

refrain from large capacity communication for other purposes.  

(References) https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/#c4686  

 

3. Network connection  

If you’re in trouble with Internet connection when  

you access to online lectures in the evening and night,  

we recommend to change the time of day you connect.  

 (It may be relatively available in the morning.)  

 

4. Participate in online lectures on Webex  

Although it is not particularly necessary for many  

lectures requiring single sign-on certification,  

some of the lectures and laboratory meetings show  

the name you registered when you first used Webex.  

Please input your name when you participate in these  

lectures and meetings. The lecturer confirms the  

student's attendance with the name displayed.  

 

5. Delivery of recorded lectures  

Recorded lectures will be uploaded as follows:  

-the morning lecture will be posted from the afternoon  

to night on that day, and  

-the lecture in the afternoon will be posted from night  

on that day to morning of the next day. 


