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Apple TV で動作する新しいタイプの電子黒板アプリに
YouTube ライブなどで遠隔教育対応な新バーション

無償提供開始

～iOS11/tvOS11 に 対応し 遠隔 教育の 授業 ができ る～
株式会社 iThings 研 究所 (本社 ：東京 都江 東区、 代表取 締役社 長： 松岡 秀紀 )は、 Apple 社が
提供す る最新 Apple TV で動 作す る新し いタ イプ のハイ ブリッ ト電 子黒板 アプ リ「 iThings te
achers TV／iThings Remote」の 新バ ージョン 2.0.0 を開 発し、 2017 年 9 月 20 日 より無 償
で提供 を開始 いた しまし た。
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Web サ イト ： http://www.ithings-lab.co.jp/ithingstv

【従来 の電子 黒板 を超え た性 能】

従来の 電子黒 板は 、専用 の機 器とマ ウス やタッ チ などの 操作が 必要 でした が、 iThings
teachers TV は、Apple TV に App Store からア プリを ダウン ロー ドする だけ で、す べて の機
能が無 償で利 用で き、 Apple TV に付属の Siri リ モコン で操作 が可 能です 。さ らには 、 iPad／
iPhone で動 作する iThings Remote を使 用する ことに より、 Siri を使 った音 声で コント ロー ル
するこ とがで きま す。こ れに より、 先生 は音声 で 電子黒 板をコ ント ロール でき 、特別 な操 作
なしに ICT を使 用する こと が可能 とな ります 。

さらに は、 iPad／iPhone の iThings Remote と Apple TV 第 3 世代 でもハ イブ リット 電子 黒板
アプリ が動作 可能 となっ たた め、よ り多 くの環 境 で利用 できる よう になり ます 。今後 は、 利
用され るユー ザの 声を速 やか に反映 して 、より 使 いやす い新し いタ イプの 電子 黒板ア プリ と
して成 長させ てい く計画 です 。

【iThings teachers TV／iThings Remote の 特長 】
●新機 能＜ iOS 11／tvOS 11 に完 全に 対応＞
iOS 11／tvOS 11 への 迅速 に対応 する ことに より 、より 使いや すい ハイブ リッ ト電子 黒板 を提
供する ことが 可能 となり まし た。

●新機 能＜ iThings Remote での 録画機 能 ＞
iThings Remote 2.0.0 では 、画⾯ の表 示を記 録し てビデ オとし て保 存する こと が可能 とな りま
す。音 声やカ メラ 映像と とも に教材 を 記 録ビデ オ と する ことが 可能 です。

●新機 能＜ iThings Remote での YouTube Live などで のライ ブ配 信機能 ＞
iThings Remote 2.0.0 では 、画⾯ の表 示を YouTube など のライ ブ配 信対応 サー ビスと 組み 合
わせる ことに より 音声や カメ ラ映像 とと もに教 材 をライ ブ配信 する ことが 可能 です。

●新機 能＜ iThings teachers TV/iThings Remote の通信の Bluetooth 通信に 対応 ＞
iThings teachers TV と iThings Remote 間 の通 信は、 従来の WiFi に 加えて Bluetooth で の高
速通信 が可能 とな りまし た。 これは 、 iOS/tvOS の Multipeer Connectivity を使用 して 実現し
ていま す。

＜Siri の音 声操作 をサ ポート ＞
iThings teachers TV と iThings Remote を 合わ せて使 用する こと で、先 生 (講師)は音 声で教 材
のペー ジの移 動や コント ロー ルを行 うこ とが可 能 となり ました 。よ り授業 に集 中して 操作 す

ること ができ ます 。

＜iThings Remote＋Apple TV 第 3 世 代の サポー ト＞
iThings Remote では 、 iPad／ iPhone と Apple TV 第 3 世代と 組み 合わせ ても 使用可 能に 拡張
されま した。 Apple TV へ表 示さ れるの は、 教材 のみで 手元資 料な どは、 Apple TV 側に は表 示
されま せん。
Apple TV 第 3 世代 のサポ ート により 、現 在利用 さ れて いる多 くの 環境で 使用 可能に なり まし
た。
ただし 、 Apple TV 第 3 世 代は 表示デ ィス プレイ として のみ利 用可 能でリ モコ ンで教 材の コン
トロー ル操作 する ことは でき ません 。

＜教材 へのメ モの 保管＞
iThings Remote 1.1.0 では 、教材 に予 めメモ を記 載して 保管す るこ とがで きま す。教 材を
Apple TV で表示 する 場合に は、 教材と 予め 保管 されて いるメ モも 合わせ て表 示され ます 。
オリジ ナルの 教材 に加え て、 要点解 説な ど付け 加 えて教 材を使 用す ること が可 能とな りま し
た。

＜無償 ですべ ての 機能が 利用 可能＞
iThings teachers TV／iThings Remote は使 用許 諾に指 定され た範 囲内で 、す べての 機能 が無
償でご 利用い ただ けます 。各 ソフト ウェ アは、 無 償です が広告 表示 などあ りま せん。

＜Apple TV だけ で利 用可能 な電 子黒板 ＞
iThings teachers TV は Apple TV だけ で利 用可 能な新 しいハ イブ リット 電子 黒板ツ ール で
す。
・使用 する教 材は 、 Windows／Mac／ iPad／iPhone／ Android から 簡単に 登録 できま す。
・教材 は、 Apple 社 が提 供する iCloud に 保管 さ れるた めアカ ウン ト単位 で安 全に保 管で きま
す。
・Siri リモ コンを 使用 して操 作す ること がで きま す。

＜iPad／iPhone でリ モート 操作 ＞
iThings teachers TV と iThings Remote を 合わ せて使 用する こと で、教 材を 表示し なが ら、
リアル タイム に注 釈を書 き込 むなど の操 作がで き ます。
黒板(ホワイ トボ ード )に書 き込む とき には、 生徒 (受講 生)に 背を 向けな けれ ばなり ませ んでし

たが、 手元の 教材 に書き 込む ことに より 、常に 、 生徒 (受講生 )に 向かっ て話 しなが ら進 めるこ
とがで きます 。

＜Apple iCloud 対 応＞
iThings teachers TV／iThings Remote は、 Apple 社が提 供する iCloud に 完全 に統合 する こ
とがで きます 。し たがっ て、 教材の 保管 および 管 理は、 Apple ID 単位 で行う こと ができ ま
す。

＜Apple Pencil 対 応＞
iThings Remote では 、 Apple Pencil を標準 でサ ポート してい ます 。
単純に 、表示 され ている 教材 に注釈 を書 き込む こ とがで きるだ けで なく、 筆圧 にも対 応し て
いるた め、文 字の 太さで 重要 度を強 調す ること な どが可 能です 。

＜ワコ ム Fineline 2 対応＞
iThings Remote では 、ワコ ム社の Fineline 2 を 標準で サポー トし ていま す。
単純に 、表示 され ている 教材 に注釈 を書 き込む こ とがで きるだ けで なく、 筆圧 にも対 応し て
いるた め、文 字の 太さで 重要 度を強 調す ること な どが可 能です 。

＜先生 (講師 )の 手元資 料参 照＞
先生(講師)だけ が参照 可能 な関連 資料 を事前 に登 録して おくこ とが できま す。 教材登 録時 にレ
クチャ ーガイ ドな どを関 連フ ァイル とし て登録 し ておく と、 iThings Remote で参 照する こと
ができ ます。 関連 ファイ ルは 、iThings teachers TV に投 影さ れない ため 、初め て行 う授業 (講
義、説 明 )で も、 適切な 場所 で効果 的な 解説や 説 明を行 うこと がで きます 。

＜書画 カメラは iPhone／iPad でサ ポート ＞
iThings Remote では 、書画 カメ ラ機能 を提 供し ていま す。生 徒に 見せな がら 説明し たい 物や
別資料 のペー ジを カメラ 機能 で撮影 し、 Apple TV に表示 できま す。
撮影さ れた写 真は iPad／iPhone に 保管さ れる こ となく 、 Apple TV に 表示さ れま す。

＜クラ ウドサ ービ スを完 全に サポー ト＞
iThings Remote は、iCloud Drive、 Dropbox、Google ド ライ ブ、 OneDrive に保管 され てい
る教材 を登録 する ことが でき ます。

＜他の アプリ との 連携＞
iThings Remote は、Keynote、PowerPoint、Word、 Excel など の他 のアプ リか ら教材 をそ の

まま登 録する こと ができ ます 。また 、写 真アプ リ などか らも直 接登 録する こと ができ ます 。

【iThings teachers TV／iThings Remote の 動作 環境】
＜iThings teachers TV (Apple TV)＞
Apple TV： Apple TV 第 4 世代 以上
OS

：tvOS 11 推奨 tvOS 9.2 以上

＜iThings Remote (iPad／iPhone)＞
iPad／iPhone：iPad Air 2／iPad Pro／iPhone 6／iPhone 6s／
iPhone 6 Plus／iPhone 6s Plus／iPhone 7／iPhone 7 Plus
OS
その他

：iOS 11 推奨 iOS 9.0 以上
：Apple Pencil／ ワコム Fineline 2
必 要により Apple TV 第 3 世代 ま たは HDMI ケーブ ルな ど
外 部ディ スプ レイ

＊ 文 章に記 載の 製品名 など は各社 の登 録商標 で す。

【株式 会社 iThings 研究所 とは 】
2016 年 1 月 に設 立、「 人と internet／ IT を つな ぐをサ ポート する 」をテ ーマに IT の 新しい
イノベ ーショ ンチ ャレン ジを 行って おり ます。 教 育 ICT にお ける 新しい イノ ベーシ ョン のき
っかけ になれ ばと 、ハイ ブリ ット電 子黒 板アプ リ を無償 で提供 を開 始しま した 。
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