
多様な利用スタイルに対応する
Windows* 8.1タブレットを
新入生に貸与。いつでもどこでも快適に
学べる学習環境を実現

導入事例
インテル® Atom™ プロセッサー
インテル ® Atom™ プロセッサー搭載のWindows* 8.1タブレット・ソリューション

課題
・従来の PCは大きくてかさばり、日々の持ち運びで大きな負担となっていた
・時間帯によっては学内の無線 LANアクセスポイントが過負荷に陥っていた
・Microsoft* Office互換ソフトウェアでは、Microsoft* Officeで
　作成したデータを完全に再現できず、講義の進行に支障をきたす場合があった

ソリューション
・インテル ® Atom™ プロセッサー搭載のWindows* 8.1タブレット
・NTTコミュニケーションズ Office 365（日本マイクロソフト株式会社）
・ビジネスmoperaインターネット（株式会社 NTTドコモ）

導入効果
・キーボードとタッチ操作の両方に対応し、学生の自由な発想で利用可能に
・NTTドコモの通信サービスによって快適なインターネット接続環境を実現
・Microsoft* Office 365の活用によっていつでもどこでも学べる学習環境を構築

群馬パース大学は、2005 年に創設された
4 年生大学です。パースは、平和を意味す
るポルトガル語の「Paz」に由来します。
また、Paz には、この 3 文字を頭文字とす
る Pessoã（個性）、Assistencia（互助）、
Zelo（熱意）の意味が込められています。
同大学では、看護学科と理学療法学科、検
査技術学科からなる保健科学部が運営さ
れ、豊かな教養と人間愛を持った看護師、
保健師、助産師、理学療法士、臨床検査
技師を養成しています。また、大学院を併
設することで、より高度な保健医療専門職
の育成にも力を入れています。さらに、グ
ローバルな視点に立った教育にも積極的で、
近年では看護学科・理学療法学科・検査
技術学科の 1 年生全員を対象としたハワイ
大学医学部での海外研修を学生の自己負担
なしで実施しています。この海外研修は、
海外の医療制度や医療技術にも目を向け、
より深く医療の本質を考えることを目的とし
ています。

群馬パース大学は、学生の充実したキャン
パスライフの支援にも力を入れており、こう
した取り組みのひとつがモバイル PC の無
償貸与です。同大学は、新入生が入学した
際に自分専用のモバイル PC を貸与し、4
年後の卒業時にそのまま贈呈する形をとっ
ています。通常、多くの大学では校内に情

報処理室を整備していますが、同大学は数
多くの端末を一斉に並べた情報処理室を設
置する代わりに、それぞれの学生にモバイ
ル PCを持たせる形をとっています。これら
のモバイル PC は、日常的な情報処理関連
の講義で使用されるほか、講義以外の時間
帯にもレポートの作成やさまざまな情報収
集に役立てられています。

同大学 事務部 企画室長兼入試広報課長の
岡部恒明氏は、すべての学生に専用 PC を
持たせている狙いを「学生たちが卒業後に
就職する医療の現場では、看護師、保健師、
助産師、理学療法士、臨床検査技師といっ
た立場から、患者との対面によるコミュニ
ケーションが多くの時間を占めます。ですか
ら、最も大事なのは、患者の体や心のケア
に欠かせないコミュニケーション能力と愛情
です。その一方で、近年では院内にさまざ
まな医療系システムが導入され、現場で働
くスタッフが PC を用いて看護記録を入力し
たり、グループワークの一環としてさまざま
な資料をやり取りすることも増えています。
また、先進的な医療機関にもなれば、スタッ
フにタブレット端末を携帯させているケース
もあります。だからこそ、学生の皆さんには、
自分専用の PC を通じて PC そのものに慣
れ親しんでもらいたいと考えているのです」
と語っています。

学校法人：群馬パース学園 群馬パース大学
所在地：群馬県高崎市問屋町 1-7-1

設立：2005年 4月（前身となる群馬パース
看護短期大学は 1998年 4月）

設置学部：保健科学部
（看護学科、理学療法学科、検査技術学科）
在籍学生数：715名（2014年 5月1日現在）

http://www.paz.ac.jp/

学生全員にモバイル PCを無償貸与
して充実したキャンパスライフを支援



群馬パース大学が採用してきた PC

「インテル® プロセッサーを搭載した
最新のWindows* 8.1タブレットに、

NTTドコモのモバイル通信サービスと
Microsoft* Office 365を効果的に

組み合わせたことで、時と場所を
選ばない多様な学習スタイルに

対応できています。」

モバイル PCの貸与と並行して
学内の無線 LAN環境も整備

キーボードの打鍵性と
ジャケットの堅牢性に優れた
Windows* 8.1タブレットを採用

大学が提示する性能要件にも
きちんと応えた
インテル® Atom™ プロセッサー

群馬パース大学は、学生に対するモバイル
PC の貸与と並行し、学内の施設や設備も
充実させています。同大学は、校内に数多
くの無線 LAN アクセスポイントを設置する
ことで、校舎内からグラウンドまで、学校
の敷地全体でインターネットに接続できる
モバイル通信環境を提供しています。また、
最新機器が取り揃えられた各学科専用の実
習室に加え、グループ学習や自己学習に適
した数多くの演習室、各領域の専門書が充
実した図書館なども設けられています。こ
れらの充実した施設と学生各自のモバイル
PC を組み合わせることで、最新医療技術
の情報収集といった高度な学習にも対応で
きています。

同大学は、全学生に学内の無線 LAN 環境
を開放しながらも、教職員が利用するネッ
トワークとの分離を図るなど、セキュリ
ティーの強化に力を入れています。岡部氏
は、「当大学では、学生が無線 LAN 経由
でインターネットにアクセスするネットワーク
と、教職員が学内システムやインターネット
にアクセスするネットワークを完全に分離し
ています。また、教職員の PC は、すべて
有線 LAN 経由で接続する形がとられてい
ます。有線 LAN の環境は、教職員のみが
入室できるエリアに設けられ、教職員以外
のスタッフが教職員向けのネットワークに接
続するリスクを最小限に抑えています」と述
べています。

学校法人 群馬パース学園
群馬パース大学

事務部 企画室長兼入試広報課長
岡部 恒明 氏

NTTドコモの充実した通信サービスを
併用することで、学内無線 LAN環境の
アクセス負荷を大幅に軽減

群馬パース大学は、6 年 前から学生にモバ
イル PC の無償貸与を開始しています。最
初の年は、情報処理の講義できちんと使え
るオールインワン・タイプの A4サイズ・ノー
トブック PC が採用されていましたが、技術
の進歩とともにノートブック PC の薄型化が
進み、次第にコンパクトなモデルが選択さ

れるようになりました。ただし、同大学に
通う学生の多くが女性であることから、従
来のノートブック PC ではまだ持ち運びに大
きな負担がかかっている状況でした。この
ような中で、近年では携帯性に優れ、タッ
チ操作にも対応したタブレット端末が続々と
登場しています。そこで、2014 年度に入
学する学生には、キーボードの脱着に対応
したタブレットを貸与することが決定しまし
た。

岡部氏は、タブレットを採用した経緯につ
いて「オペレーティング・システムさえ問わ
なければ、タブレット端末にはさまざまな
選択肢があります。しかし、学生の皆さん
が卒業後の現場で使用する端末の多くは、
Microsoft* Windows* が動作する通常の
PC やタブレットです。このため、学生向け
の PC も、Windows* 8.1を搭載したタブ
レットがふさわしいと考えました。そして、
もうひとつ重視したポイントが、タッチ操作
とキーボード操作の両立です。Windows* 
8.1では、画面上に表示されるソフトウェア・
キーボードも利用可能ですが、レポートの
作成などで数多くの文字を入力する際には
効率がよくありません。このため、学業で
の快適な作業環境を確保する意味でも、
ハードウェア・キーボードを装着可能なタブ
レットが不可欠だと判断しました」と説明し
ています。

同大学は、いくつかのタブレットを比較・
検討した結果、打鍵性と堅牢性を兼ね備え
たキーボード付きジャケットを高く評価し、
10.1インチのワイド液晶ディスプレイを搭載
した日本ヒューレット・パッカード株式会社
のビジネス向けタブレット「HP ElitePad 
900 for DOCOMO」を採用しています。
岡部氏は、「HP ElitePad キーボードジャ
ケットの装着によって、タブレットという新
しい形状をした端末でありながら、従来な
がらの PCとしてもきちんと扱える環境を実
現しています。また、タブレット本体をキー
ボードジャケットにしっかりと立てかけられ
るので、その状態で画面に直接タッチして
もタブレット本体ががたついたりしません」
と語っています。

HP ElitePad 900 for DOCOMO には、
その心臓部として新世代のインテル® 
Atom™ プロセッサーが搭載されています。

群馬パース大学は、低コストながらも情報
処理の講義で快適に利用できる処理性能を
確保するため、これまではインテル® 
Celeron® プロセッサーやインテル® Core™ 
プロセッサー・ファミリー搭載モデルを選択
してきました。今回は、タブレット端末に最
適化されたインテル® Atom™ プロセッサー
を採用することで、低コストや低消費電力
という厳しい制約の中で、より高い処理性
能を確保しています。
岡部氏は、インテル® プロセッサーならでは
のメリットを「インテルは、誰もが知ってい
る有名な半導体メーカーであり、その信頼
感や安心感は群を抜いています。実際、当
大学がこれまで学生に貸与してきた PC も、
すべてインテル ® プロセッサーが搭載された
モデルでした。今回は、インテル® Atom™ 
プロセッサーを初めて採用しましたが、従
来のメインストリーム・プロセッサーに引け
をとらない処理性能を実現しています。実
は、情報処理の講義で高負荷のアプリケー
ションを利用することはほとんどないのです
が、学生の皆さんにはプライベートな時間
にもモバイル PC をフルに活用してもらいた
いという願いから、PCの処理性能をできる
限り重視しています。インテル® Atom™ プ
ロセッサーは、こうした当大学のニーズにも
きちんと応えてくれる新たな選択肢です」
と述べています。



群馬パース大学が採用しているインターネットへの接続環境

NTTドコモのモバイル通信サービスを
併用することで無線通信環境を改善

学内での無線 LANを使用して
どこでも簡単にインターネットが利用可能

HP ElitePad 900 for DOCOMO には、
その心臓部として新世代のインテル® 
Atom™ プロセッサーが搭載されています。

校内に整備された無線 LAN 環境は、モバ
イル PCの活用が広がるにつれてアクセスポ
イントの負荷が上昇し、とりわけアクセスが

多い時間帯にはアクセスポイントが過負荷
に陥って通信不能の状態となることもありま
した。このため、早急に校内の無線通信環
境を見直す必要性に迫られていました。そ
こで今回取り入れられたのが、株式会社
NTT ドコモの充実した無線通信サービスで
す。学内には、NTT ドコモの Wi-Fi サー
ビス「docomo Wi-Fi」に対応したアクセ
スポイントを新たに設置し、既存のモバイ
ル PC を利用する 2～ 4 年生は大学のアク
セスポイントに、HP ElitePad 900 for 
DOCOMO を利用する 1 年生は docomo 
Wi-Fi のアクセスポイントに接続することで
負荷分散を図っています。

また、HP ElitePad 900 for DOCOMO
は、NTT ドコモの LTE 回線「Xi*（クロッ
シィ）」に対応した通信モジュールを内蔵し
ています。Xi エリアでは、受信時最大
150Mbps、送信時最大 50Mbps の超高
速データ通信（東名阪の一部エリア）をサ
ポートしています。学生には基本的に
docomo Wi-Fi 経由でのインターネット接
続を推奨していますが、docomo Wi-Fi
が利用できない環境でも LTE 回線を経由し
てインターネットに接続可能なことから、学
生の大きな安心感につながっています。

岡部氏は、NTTドコモの通信サービスに注
目した背景を「実は、PC 本体の価格は、
従来の PC よりも若干高額になっています。
しかし、これまで通りに学内の無線 LAN
アクセスポイントだけで対応し続けようとす
れば、無線 LAN インフラの補修や増強が
必要になってきます。そこで必要とされるコ
ストと天秤にかけた結果として、docomo 

Wi-Fi が利用可能な HP ElitePad 900 
for DOCOMO の採用を決めました。HP 
ElitePad 900 for DOCOMO は、高速な
LTE 回線によるインターネット接続にも対応
しているので、インターネットへの接続経
路を冗長化できるという新たなメリットも生
まれています」と説明しています。

インターネット

●既存のモバイル PCを
　利用する 2~4年生

学内無線 LAN

●HP ElitePad 900 for DOCOMOを
　利用する 1年生

docomo Wi-Fi
or

docomo LTE Xi*

タブレット

群馬パース大学は、低コストながらも情報
処理の講義で快適に利用できる処理性能を
確保するため、これまではインテル® 
Celeron® プロセッサーやインテル® Core™ 
プロセッサー・ファミリー搭載モデルを選択
してきました。今回は、タブレット端末に最
適化されたインテル® Atom™ プロセッサー
を採用することで、低コストや低消費電力
という厳しい制約の中で、より高い処理性
能を確保しています。
岡部氏は、インテル® プロセッサーならでは
のメリットを「インテルは、誰もが知ってい
る有名な半導体メーカーであり、その信頼
感や安心感は群を抜いています。実際、当
大学がこれまで学生に貸与してきた PC も、
すべてインテル ® プロセッサーが搭載された
モデルでした。今回は、インテル® Atom™ 
プロセッサーを初めて採用しましたが、従
来のメインストリーム・プロセッサーに引け
をとらない処理性能を実現しています。実
は、情報処理の講義で高負荷のアプリケー
ションを利用することはほとんどないのです
が、学生の皆さんにはプライベートな時間
にもモバイル PC をフルに活用してもらいた
いという願いから、PCの処理性能をできる
限り重視しています。インテル® Atom™ プ
ロセッサーは、こうした当大学のニーズにも
きちんと応えてくれる新たな選択肢です」
と述べています。

インターネットに
接続

モバイルPC

無線 LANアクセス  
ポイントの分散化

学外や自宅でも
LTE回線で高速な
ネット接続の実現



学内にある共有スペースで学習する生徒

2014年度は 2 in 1タブレットを採用
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キーボードが脱着可能なタブレットと
Microsoft* Office 365で
多様な学習スタイルに対応

HP ElitePad 900 for DOCOMO は、
2014 年 4 月に入学した学生に対して一斉
に配布されています。また、従来のPCでは、
Office アプリケーションとして低コストで導
入可能な Microsoft* Office 互換ソフト
ウェアが採用されていましたが、機能面で
Microsoft* Office と互換性に欠ける部分
があり、講義中に支障をきたすケースがあ
りました。そこで今回は、こうした互換ソフ
トウェアに代わって、ユーザー単位でリーズ
ナブルに導入可能な Microsoft* Office* 
365 へ と 切 り 替 え ら れ て い ま す。

Microsof t* Of f ice 365 は、Word、
Excel、PowerPoint などの Office ツー
ルと、メール、ファイル共有、音声通話、
Web 会議などのサービスをオールインワン
で提供するクラウドサービスです。群馬パー
ス大学は、これらの各種サービスに加え、
24 時間 365 日の充実したサポートが受け
られる「日本マイクロソフト Office 365」
を選択しています。

岡部氏は、「今回採用したタブレットは、従
来の PC と比べると、キーボードジャケット
が装着された状態でもさらにコンパクトで
す。このため、学生のカバンにもスムーズ
に収納できています。また、タッチとキー
ボードの両方に対応したタブレットと
Microsoft* Office 365 の組み合わせに
よって、時と場所を選ばないモバイル学習
や複数の生徒・教師ともに行われるグルー
プワークなど、多様な学習スタイルに対応
できるようになりました。当大学では、学
年が進むにつれて講義から実習中心の形へ
と切り替わっていきますが、タブレットなら

実習先にも気軽に持ち運ぶことができるで
しょう。そして、2014 年末頃には、2015
年度の新入生に向けた PC の選定作業が開
始されます。今年度の導入結果を踏まえま
すと、タブレットが引き続き有力な候補とな
りそうです」と述べています。

群馬パース大学は、キーボードが脱着可能
な Windows* 8.1 タブレットをはじめ、イ
ンテルの最新テクノロジーが搭載された IT
ソリューションを積極的に活用することで、
さらに充実した大学教育と学生自身の多様
なライフスタイルを目指します。

タブレットに関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/tablets/tablets.html
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