Title

Author(s)

Citation

Issue Date

MOOCでの授業実践の経験を通した大学教員の授業力量
形成 - Technological Pedagogical Content
Knowledge(TPACK)の形成に着目して 香西, 佳美; 田口, 真奈

日本教育工学会論文誌 (2018), 41(4): 449-460

2018-03-01

URL

http://hdl.handle.net/2433/240963

Right

許諾条件に基づいて掲載しています。

Type

Journal Article

Textversion

publisher

Kyoto University

日本教育工学会論文誌 41(4)，449-460，2018

教育実践研究論文

MOOC での授業実践の経験を通した大学教員の授業力量形成
－Technological Pedagogical Content Knowledge（TPACK）の形成に着目して－†
香西佳美＊1・田口真奈＊2
＊1

京都大学大学院教育学研究科 ・京都大学高等教育研究開発推進センター＊2

本研究は，大学教員の授業力量のうち重要な要素のひとつである TPACK に焦点をあて，MOOC
での授業実践の経験を通じて大学教員がどのように TPACK を形成しているのかを明らかにする
ことを目的とする．具体的には，MOOC での授業実践を経験した大学教員に対するインタビュー
により，大学教員の授業力量がどのように変化したのかを TPACK フレームワークを用いて検討
した．その結果，単一要素の知識ではなく複合的な知識を形成していることが明らかになった．
これは，教員と専門家スタッフの双方が主体的な実践者として関与することで，互いに学び合う
関係が構築されていたという MOOC 実践の特徴によるものであることが示唆された．さらに，
MOOC での実践を普段の授業と関連づけることで TPACK 形成が促進され，普段の授業との違い
が大きいほどより広範な TPACK が形成される可能性が示唆された．
キーワード：TPACK，授業力量形成，MOOC，大学教育，授業実践における協働

1.
1.1.

は じ め に

問題背景

近年，大学教育において大規模公開オンライン講座

している（大学 ICT 推進協議会 2016）．過去の調査と
比較すると，2013年度では１件（京都大学 2014）
，2014
年度では19件（大学 ICT 推進協議会 2015）であり，
順調に増加していることがわかる．また，広く一般に

（Massive Open Online Course; MOOC）の活用が広ま

向けた授業提供に加え，MOOC を学内の教育へ活用す

っている．MOOC とは，「インターネット上で公開さ

る取り組みも増加している．例えば，反転授業の予習

れる誰でも受講できるオンライン講座」であり，
「学習

教材として活用する取り組みや，正規の授業の一部を

コースの無償提供」や「自主的な受講」という特徴を

代替する取り組みなどがあり，MOOC の活用は実験的

もつ新たな学習環境である（重田 2014）．2011年にス

な模索期から，多様な教育場面での運用を検討する普

タンフォード大学により初めてのコースが提供されて

及期へと移行している（重田 2016）．

以来，現在にいたるまで受講者数を拡大しつづけてい

さらに，こうした MOOC の世界的な普及にともな

る（HO et al. 2015）
．日本においては，2015年度時点

い，既存の大学教育への影響やその変化に関する研究

で31の高等教育機関が国内外にむけて MOOC を配信

の重要性が高まっている．しかし，MOOC を活用する
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学習者に関する調査は多数存在する一方，作成者や教
員に着目した研究はほぼなされていない
（LIYANAGUNAWARDENA et al. 2013）．こうしたなかで飯
吉（2014）は，MOOC での授業実践を経験することは，
教員による主体的な教育改善を促進させる可能性があ
ると指摘する．今後，より効果的に MOOC を活用し
ていくためには，その実践の中心的存在である教員に
対する影響を明らかにすることは重要な課題であると
いえる．
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1.2.

オンライン教育の経験が教員に与える影響

これまで，オンライン教育をおこなう経験が教員の

とを目的とする．具体的には，MOOC での授業実践を
経験した大学教員に対するインタビューにより，（１）

授業力量形成に良い影響を与えることは明らかにされ

大学教員は MOOC での授業実践を通してどのような

てきた．WIESENBERG and STACEY（2008）は，教育内容

経験をしているのか，（２）その結果，大学教員はどの

をより構造化・体系化するために熟慮するというオン

ような TPACK を形成したのかを明らかにする．これ

ライン教育の要件が，対面授業の改善にも役立つと指

らから，MOOC での授業実践の経験を通じた大学教員

摘する．KAMPOV-POKEVOI（2010）は，オンライン授

の授業力量形成の可能性を検討する．

業の開発を通じて新しいツールや教授法を経験した教

2.

員は，総じて対面授業でもそれらを試していたことを

TPACK フレームワークの検討

報告している．これらから，オンライン教育を経験す

本研究では，大学教員の授業力量を分析する枠組み

ることは，対面授業も含めた授業改善の契機になりう

として MISHRA and KOEHLER（2006）による TPACK を

ることがわかる．

用いる．以降では，TPACK を用いる意義および課題と，

また，オンライン教育においてなされている教員と
異分野の専門家との協働が，教員に良い影響を与える

本研究における定義を示す．
2.1.

TPACK フレームワーク

可能性も考えられる．田口・中原（2005）は，諸外国

TPACK とは，「効果的なテクノロジー活用のために

における実践例の検討を通じて，持続可能な e ラーニ

教員に必要となる知識」（MISHRA and KOEHLER 2006）

ングをおこなうには特定の職務遂行能力をもつ専門家

であり，関連する知識を同定するための概念枠組みが

が必要であると指摘する．また加藤（2012）は，e ラ

TPACK フレームワークである（図１）．これは，

ーニングでは，これまでの対面教育では求められなか

SHULMAN （1986，1987）による Pedagogical Content

った多様な知識・技能が必要となり，ひとりの教員が

Knowledge（内容を効果的に教授するための知識; PCK）

すべてを負担することは現実的ではないため，専門家

を理論的基盤に，Technological Knowledge（テクノロジ

らとの分業体制がとられると指摘する．このように異

ーに関する知識; TK）を加えることで，教員に必要と

なる領域の専門家が協働する場合，それぞれが有して

なる知識を再定義したものである（KOEHLER et al.

いる知識を対話の中で止揚し，実践のなかで必要とさ

2014）．

れる知識を生成していく「対話による知識生成」（山内

TPACK は，授業力量の三側面（信念・知識・技術）

2010）が求められる．先述の飯吉（2014）においても，

（吉崎 1997）
のうち，「知識」
に該当する概念である．

MOOC での授業実践が教育改善の契機となる理由に，

この授業力量の三側面は，目に見えない信念を中核に，

大学教員と制作スタッフや TA（ティーチングアシス
タント）が協働で授業づくりをおこなう点をあげてい
る．
これらをふまえると，MOOC での実践を経験するこ
とは，大学教員の授業力量形成に寄与する可能性は高
いが，その関連を検証した研究はいまだなされていな
い．MOOC での実践経験を通じてどのような授業力量
が形成されるのかを明らかにすることは，MOOC が大
学教育に与える影響をより詳細に捉えるとともに，現
代の文脈における大学教員の授業力量形成プロセスの
理解にもつながると考えられる．
1.3.

本研究の目的

そこで本研究では，大学教員の授業力量のなかでも
重 要 な 要 素 の 一 つ で あ る Technological Pedagogical
Content Knowledge（以下，TPACK）に焦点をあて，
MOOC での授業実践の経験を通じて大学教員がどの

図１

ように TPACK を形成しているのかを明らかにするこ

（MISHRA and KOEHLER 2006）

450

TPACK フレームワーク
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行為によって確認可能な技術と両者を仲介する知識と

している．これに従い，本研究ではテクノロジーの定

いう構造をとる（木原 2004，2012）．このため，形成

義を，現時点の先端的なテクノロジーである ICT に限

された知識を確認することで，その背景にある信念を

定する．次に，
（２）では，
「教授法に関する知識」を

推測できる可能性があり，教員の持つ技術を予測でき

「汎用的な方略（general strategies）」と「内容固有の

るといえる．

方略（content-specific strategies）」に分類し，
「内容固

また，TPACK フレームワークには，教員の授業力量

有の方略」のみを PCK とみなす方法である．この方法

形成を検討するための重要な観点が内包されている．

を TPACK フレームワークに当てはめると，テクノロ

それは，単に既存の知識にテクノロジーの知識を追加

ジーを用いる「汎用的な方略」に関連する知識であれ

するのではなく，関連する知識が相互に影響しながら

ば TPK，それ以外のテクノロジーを用いる「内容固有

変化していく「ダイナミックな取引関係」（KOEHLER

の方略」に関する知識であれば TPACK として識別さ

and MISHRA 2005）を理解することの重要性を示してい

れる．

る点である．このため，新たなテクノロジーの活用に

本研究では，上記に加え包括的なレビューにより完

むけた知識形成の過程を分析するには適した枠組みで

結的な定義を導出している CHAI et al.（2013）を参照

あるといえる．

し，TPACK フレームワークを表１のように定義する．

2.2.

本研究における定義

3. 方

一方で，TPACK フレームワークには，理論的な脆弱

法

性があることが指摘されている（GRAHAM 2010）
．具体

3.1.

的には，各構成要素の定義が不明瞭であること，構成

本研究では，京都大学における MOOC の制作・運

要素間の境界条件が不明であることがあげられる．そ

用を担う組織である「KyotoUx」による実践を対象と

こで本研究では，COX and GRAHAM（2009）による「精

する．KyotoUx では，MOOC の制作・運用をすべて専

緻化モデル」を参照することとした．この精緻化モデ

属のスタッフで担っている（酒井ほか 2016）
．このた

ルでは，既存の TPACK フレームワークに新しく２つ

め，授業を担当する大学教員と異分野の専門家である

の考え方を組み合わせることで，各構成要素の明確な

スタッフとの協働場面が多く，授業力量形成につなが

定義付けと境界条件の設定を試みている．それは，

る可能性が高いと考えられる．

対象とする実践の特徴

（１）テクノロジーの定義の明確化と，（２）
「教授法

3.1.1.

に関する知識」の分類である．まず，（１）では，黒板

京都大学は2013年５月にグローバル MOOC の主要

実践の概要

やチョークなどの教室に偏在するものを「透明なテク

プロバイダーである edX へ加盟し，継続的にコースを

ノロジー（transparent technologies）」，研究や学習環境

配信している．KyotoUx では，講義を担当する教員（以

へ新たに導入されるテクノロジーを「新奇なテクノロ

下，担当教員）と，MOOC の制作・運用に関する各領

ジー（emerging technologies）」と区分することを提案

域の専門家スタッフ（以下，スタッフ）との協働にて

表１ 本研究における TPACK フレームワークの定義
構成要素
Content Knowledge（CK）

定義
学ぶべきあるいは教授すべき教科についての知識

参照元
MISHARA and KOEHLER（2006）

Pedagogical Knowledge（PK）

一般的な教授法に関する知識

COX and GRAHAM（2009）

Technological Knowledge（TK）

ICT の操作方法に関する知識

COX and GRAHAM（2009）を改変

Pedagogical Content
Knowledge（PCK）

特定のトピック・課題・問題を，学習者の多様な興
味と能力に合わせて体系化・表象・適応するととも SHULMAN（1986）
に，教授のために提示する方法に関する理解

Technological Content
Knowledge（TCK）

教授は考慮しない，ICT を用いて特定の概念や理論 COX and GRAHAM（2009）
，
を表象する方法に関する知識
CHAI et al.（2013）を統合

Technological Pedagogical
Knowledge（TPK）

教科内容とは関連付かない，教授を効果的にするた COX and GRAHAM（2009）
，
めの ICT の存在や仕様に関する知識
CHAI et al.（2013）を統合

Technological Pedagogical
Content Knowledge（TPACK）

適切な教授法および ICT を用い，特定の内容に対す COX and GRAHAM（2009）を
る学生の学びを支援する方略に関する知識
改変

Vol. 41，No. 4（2018）
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MOOC の実践に取り組んでいる．スタッフの基本構成

が実践を遂行するうえで重要な知識については，その

は，全体の統括をおこなう Executive Director を中心に， 内容にもとづき分類し，名称を付与した．最後に，担
講義制作チーム（Director，Course Production Manager，

当教員とスタッフのやりとりが確認された箇所は，相

Instructional

互作用としてその流れを矢印で示した．

Design

Manager ， Course

Production

Specialist）
，メディア制作チーム（Media Producer）
，技

3.1.3.

術開発チーム（Technical Operations Manager），研究チ

表２では，実施体制の特徴を詳細にとらえるために，

実践における実施体制

ーム（Research Director，Chief Researcher）に分かれ

作業内容を吉崎（2008）にもとづき A．「授業デザイン」，

る．コースごとに講義制作チームとメディア制作チー

B．「授業実践」，C．「授業評価」の３フェーズに分類

ムから担当者が選出され，彼らを中心としたチーム体

している．以降では，この３フェーズごとに担当教員

制でコースの制作および運用をおこなう．このほかに，

とスタッフの相互作用を外観したうえで，協働のあり

コースごとに TA が２〜５名つき，教材作成や掲示板

方に着目して実施体制の特徴を整理する．なお，吉崎

対応のサポート，コースサイトのテスターなどをおこ

（2008）では，さらに第４のフェーズ「授業改善・創

なう．

造」があるが，本調査では授業の制作開始から初回配

3.1.2.

実践の工程

信の終了までの１サイクルを分析対象としているため，

KyotoUx の実践は，大きく５つの工程にわかれる（酒

本フェーズは検討から除外した．また本文中では，表

井ほか 2016）
．工程１「開発する講義の全体像の共有」

２における工程を【 】
，作業内容を〈 〉
，で表記する．

では，講義内容や今後の進め方などの議論をおこない，

A．授業デザインには，〈A−１．コース内容の検討〉，

担当教員とスタッフが講義の全体像を共有する．工程

〈A−２．コース概要の作成〉，〈A−３．コースデザイ

２「講義紹介ページの配信」では，受講者を集めるこ

ンの検討〉，〈A−４．講義資料の作成〉，〈A−５．課題

とを目的としたトレイラーと呼ばれる講義紹介ビデオ

の作成〉の５項目があてはまる．これらは，両者が密

を作成し，講義の概要とともに開講前に配信する．工

に連携しながら作業を進めていくため，すべてにおい

程３「講義コンテンツの制作」では，講義ビデオの撮

て相互作用が生じている．さらに，相互作用の流れを

影・編集および課題などの教材作成と，それらの β テ

みると，いずれも担当教員が起点となっている．例え

ストをおこない，講義配信の準備をする．工程４「講

ば〈A−１．コース内容の検討〉では，検討の土台とな

義の配信」では，スケジュールに合わせて講義コンテ

るコースデザイン案を担当教員が作成し，この案に応

ンツを配信するとともに，掲示板への質問およびコメ

じたアドバイスやサポートをスタッフがおこない，最

ントの対応や，講義コンテンツに不具合が生じた際の

終的に担当教員がコースデザインを完成させていく．

対応をおこなう．工程５「配信終了後」では，一定の

つまり授業デザインでは，実践の主体は担当教員であ

基準を満たした受講者に修了証を発行し，講義をアー

り，スタッフはその実践に応じて支援をするという実

カイブ化するための手続きをおこなう．さらに後日，

施体制がとられている．

研究チームによる学習データの分析結果をもとに，担
当教員へのフィードバックをおこなう．
上記の５工程について，それぞれで実施されていた

B．授業実践には〈B−１．講義ビデオの作成〉，
〈B−
２．講義サイトの β テスト〉，
〈B−３．ニュースレタ
ー配信〉，〈B−４．掲示板対応〉の４項目があてはまる．

作業内容の詳細を時系列順に示したものが表２である． このフェーズでは相互作用は生じておらず，それぞれ
これは，実践現場への参与観察（2016年８月30日から

が割り当てられた役割を主体的に実施しているという

2017年３月17日の期間に23回実施）およびインタビュ

特徴がみられる．

ー（講義制作スタッフ２名に対して実施）により，以

C．授業評価には〈C−１．修了証の発行〉，〈C−２．

下の手順で作成したものである．まず，作業内容ごと

講義データの分析〉の２項目があてはまる．このフェ

に担当教員とスタッフの担う役割を整理した．次に，

ーズも，授業実践と同様に相互作用は生じていない．

当該役割を遂行する際に使用していることが確認され

さらにここでは，すべての作業内容がスタッフの担当

た知識を使用知識として示した．使用知識は，それぞ

であり，完全な分業体制となっている．

れの場面における担当教員およびスタッフの発言をも

また，いずれのフェーズにも位置付かない作業内容

とに，TPACK フレームワークの定義に従って分類をお

として，担当教員のトレーニングを目的とする〈テス

こなった．TPACK フレームワークには当てはまらない

ト撮影〉と受講者獲得を目的とする〈トレイラーの作
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表２ MOOC における授業実践の流れ
担当教員
工程

作業内容

役割

KyotoUx スタッフ
使用
知識

相互
作用

役割

使用知識

MOOC の概要説明

開発する講義の
全体像の共有

A-1．
コース内容の
検討

コースで取り扱う内容の
検討、共有

PCK

コースの目標と内容の決定
教材（スライド・英文原稿） PCK
の試作

テスト撮影
ビデオ講義の練習

TPK，
TPACK

コース概要の素案作成

PCK

講義紹介ページの
配信

A-2．
コース概要の
作成
フィードバックを元に
検討・修正
トレイラーの英文原稿の
作成

CK

トレイラーの
作成
講義内容の紹介
（トレイラーのアクター）
TPACK
コースデザインの検討
・コースの長さ（週数）
・各週で取り扱うトピック
A-3．
コースデザイン ・ビデオクリップごとの内容
の検討
・使用ツールの選択
・課題のデザイン
教材の作成

TPACK

講義コンテンツの
制作

A-4．
講義資料の作成
参考資料の準備

CK

ビデオ講義の実施

TPACK

B-1．
講義ビデオの
作成

A-5．
課題の作成

課題の原案作成

PCK

課題および解答の作成

TPACK

講義の
配信
配信
終了後

B-2．
講義サイトの βテストの実施・報告（TA）
βテスト
B-3．
ニュースレター
の配信
B-4．
内容に対する質問への回答 PCK，
掲示板対応
（教員/TA）
CK
C-1．
修了証の発行
C-2．
講義データの分析
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MOOC に関する情報の共有
・MOOC に適した分量およびレベル
・使用可能ツールの提案
・関連プログラムとの整合性
・MOOC の特徴

TPK
TPK+CK
教育文脈の知識
教育文脈の知識

教材作成のサポート
英語の知識
・英文校正
TCK
・教材デザインへのアドバイス
受講生の知識
・受講生目線でのコメント
実際の撮影環境の再現
TPK
・英文原稿を本番表示用に加工
TK
使用ツールの説明
一般的なビデオ講義の教授法のアドバイス TPK
担当教員の実践に応じた追加アドバイス K，TPK
コース概要の作成サポート
英語の知識
・英文校正
受講生の知識
・内容のわかりやすさ
受講生の知識
・レベルの適切さ
コース概要の情報を edX へ提出
（edX:コース概要へのフィードバック） マーケティングの知識
edX と担当教員とのやりとりの仲介
TK
（edX:コース紹介ページの作成）
英文原稿の作成サポート
英語の知識
・英文校正
マーケティングの知識
・内容構成のアドバイス
TK
絵コンテの作成
TK
撮影準備
TK
映像撮影
TK
映像の編集
TK
コースサイトへの設置
コースデザインの検討サポート
・一般的なビデオ講義デザインの知識共有 TPK
TPK+CK
・使用ツールの提案/選択
受講生の知識
・受講生目線でのコメント
シラバスページの作成
教材作成のサポート
・英文校正
・教材デザインへのアドバイス
・受講生目線でのコメント
英文原稿を本番表示用に加工

TK

コースサイトへの設置
撮影準備
撮影の進行（監督）
プロンプター操作
講義撮影
ビデオ講義のサポート
英文校正、発音チェック
映像の編集
字幕作成

TK
TK
TK
TK
TK
英語の知識
TK
TK

課題へのアドバイス
・難易度やバランスの調整
・課題形式の提案

MOOC の知識
TPK+CK

英語の知識
TPK
受講生の知識

コースサイトへの設置
チェック項目リストの作成
βテストの実施・報告
問題箇所の修正
文案作成
ニュースレターの配信

TK
TPK
TK
英語の知識
TK

コース展開に応じたスレッド作成

TPK

技術的な質問への回答
オンラインでの修了証の発行
コースサイトの終了処理
講義データの収集・分析
担当教員へのフィードバック

TK，TPK
TK
TK
TPK
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成〉の２項目がある．いずれの項目でも相互作用が生

念は〈 〉で示す．また，インタビューでの発言は「 」

じており，特にテスト撮影では，スタッフからの支援

で示し，筆者注および教員の発言 No.を（ ）で示す．

が多くなされている．これらのように一般的な対面授

経験については，さらに上位カテゴリーが生成された

業にはない MOOC 特有のフェーズでは，担当教員は

ため，上位カテゴリーを〔 〕で示す．

経験も知識も少ないため，スタッフからの支援が重要

4.1.

な役割を果たすことになる．

MOOC における経験では，10のカテゴリーと24の概

MOOC における大学教員の経験

このように KyotoUx における実践では，協働のあり

念が生成された．この10カテゴリーの内容を検討する

方が異なる２つの実施体制を組み合わせて授業づくり

と，それぞれの経験をもたらす要因によって，さらに

をおこなっているという特徴みられる．２つの実施体

３つに分類されることが明らかとなった．すなわち

制とは，担当教員が実践の主体となりスタッフがその

MOOC における経験とは，電子黒板や掲示板などの

実践を支援しながら作業を進める「支援体制」と，専

〔新しい ICT ツールの活用〕の経験，世界中に公開さ

門性にもとづく業務分担のもと各自が主体的に作業を

れ多様な受講者が集まる MOOC という〔新しい学習

おこなう「分業体制」である．

環境〕の経験，ひとりで授業をおこなうのではなくス

3.2.

タッフとの〔協働による授業実践〕の経験である．そ

インタビューの方法

京都大学から MOOC を配信した大学教員５名を対
象に，半構造化インタビューをおこなった（表３）
．イ

の結果を表４に示す．以下，教員の具体的な発言によ
り，内容を詳述する．

ンタビューは，コース終了後にスタッフと担当教員と

〔新しい ICT ツールの活用〕は，３つの下位カテゴ

の振り返りの一部として実施した．主な質問項目は，

リーから構成される．例えば，【ICT ツールの特性に合

MOOC への参加経緯と動機，事前の ICT 活用教育の経

わせた授業実践の変化】では，MOOC では読み上げ原

験，MOOC 実践での経験，MOOC と普段の授業との

稿を用意して実践をおこなったことについて，教員 E

違い，実践からの学びや気づきの５項目である．イン

はこれまでの授業と比較して振り返り，「（読み上げ原

タビューは同意のもとで録音し，すべて文字起こしを

稿を）完全に完成させてやったことはなかったので，
それは非常に良い経験になりましたけども．（E-52）」

おこなった．
分析は，MOOC における経験と TPACK 形成の２つ

と述べている．また，【ICT ツールの活用による効果の

の観点からおこなった．具体的な分析手順は，以下の

は，MOOC を経験した結果，形成されたことがわかる

実感】について，教員 A は「それ（学習者のレベル）
は質問からわかりますよね．で，それをどうやって助
けるかによって，その人のレベルの高さもわかります
から．（A-45）」というように，掲示板という ICT ツー

ものに限定している．次に，佐藤（2008）にもとづき，

ルを活用することで学習者の状況が可視化されること

オープン・コーディング，焦点的コーディング，カテ

の効果を実感していた．一方で【ICT ツールの活用に

ゴリー生成をおこなった．
TPACK 形成については，
2.2.

ともなう新たな問題への対応】について，ビデオ講義

で述べた本研究における TPACK フレームワークの定

では「あらかじめどういう反応があるかを想像しなが

義にもとづき，生成された概念を分類した．

ら全部原稿を作らないといけない点が，まあ準備は大
変でした．（C-7）」という問題が挙げられた．また，

とおりである．まず，それぞれの観点について言及し
ている箇所を抽出した．この際，TPACK 形成について

4. 結

果

教員 B は，自動採点可能な問題形式が限られることに

分析により得られた結果を，MOOC における経験と

ついて「答えがある問題を作らなくちゃいけないって

TPACK 形成ごとに示す．なお，カテゴリーは【 】
，概

いうのは，またこれが辛かったですね．答えがない問
題をどうやって答えさせるかっていうところが日頃の
活動なのに．（B-12）」と述べている．

表３
対象者
教員 A
教員 B
教員 C
教員 D
教員 E
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インタビュー対象者一覧

職名
教授
教授
准教授
准教授
准教授

コース内容
Biology and Life Sciences
Data Analysis and Statistics
Math
Business and Management
Philosophy and Ethics

〔新しい学習環境〕は，５つの下位カテゴリーから
構成される．例えば，【新しい観点をふまえた授業づく
り】について教員 C は，受講者のモチベーション維持
のために「あまり数学的ではないようなクイズもたく

さんいれたので（C-32）」というように，これまで経
日本教育工学会論文誌（ Jpn．J．Educ．Technol.）

験したことのない授業デザインを採用したと振り返っ

実感】では，日程調整の煩わしさや他のスタッフに仕

ている．また，【授業を公開することによる効果の実

事を任せることの不安があげられた．

感】については，
「何が良かったかというと，やっぱり

4.2.

TPACK 形成

自分の仕事につながるんですよね（中略）結構，同業
者に情報発信はできた（D-69）」といった副次的な効

されたことがわかるものを抽出した結果，合計の発言

果も得られている．

数は29であった．教員ごとの内訳は，A：９，B：８，

一方，このカテゴリーでは【従来の学習環境がもつ

TPACK 形成について，MOOC の経験を通じて形成

C：７，D：５，E：０であった．

利点が失われることへの不満】，
【学習環境の変化にと

これらの発言を，佐藤（2008）に即してコーディン

もなう新たな問題への対応】，【MOOC ならではの問

グをおこなった結果，21の概念が得られた．例えば，

題】というネガティブな側面の経験が多く含まれてい

「なるべくスライド数枚，１枚なり，２・３枚ずつで，

る．特に【MOOC ならではの問題】あるいは【従来の
学習環境がもつ利点が失われることへの不満】は，【学

とりあえず小休止が入るような形でやるのが良かった
のかな，っていうのは今ならわかりますね（B-30）」

習環境の変化にともなう新たな問題への対応】で解決

および「あまり繰り返して言わないというか，ビデオ

されなかった問題が発展したものであると考えられる． なんで何回もみれるっていうのもありますし，あんま
〔協働による授業実践〕は，２つの下位カテゴリー

りくどく言わないっていう感じですかね．（D-10）」と

から構成される．例えば【協働による利点の実感】に

いう発言は，いずれも MOOC で使用するビデオ講義

ついて，教員 D は「英語で資料作るにあたって，どう

の作成を通じて形成された教授法の知識に関するもの

表現するかとか T さん（KyotoUx スタッフ）に見てい
ただいて，それのメリットがすごく大きかったですね．
（D-72）」と述べている．また【協働による問題点の

である．よって，これらを〈ビデオ講義に適した教授
法〉という概念でまとめた．さらに，得られた21の概
念を TPACK フレームワークの定義にもとづき分類し

表４ MOOC における経験
上位カテゴリー

下位カテゴリー
ICT ツールの特性に合わ
せた授業実践の変化

新しい ICT ツール
の活用

ICT ツールの活用による
効果の実感
ICT ツールの活用にとも
なう新たな問題への対応
新しい観点をふまえた授
業づくり
授業を公開することによ
る効果の実感

新しい学習環境

従来の学習環境の利点が
失われることへの不満
学習環境の変化にともな
う新たな問題への対応
MOOC ならではの問題

協働による
授業実践

協働による利点の実感

協働による問題点の実感
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概念
ICT ツールの使用にともなう新たな作業
ビデオ講義特有の教授法
教材デザインの変化
学習者の反応の可視化
学習者間のインタラクションの促進
教材を ICT ツールに適応させるための労力の増加
学習者の反応を事前に想像することの難しさ
ICT ツールの性能的制約への対応
膨大な学習データを活用することの難しさ
学習者のモチベーション維持のための仕組みづくり
学習者の多様性への考慮
公開を意識した入念な授業づくり
研究成果の発信という副次的効果
実施可能な学習活動の制限
学習者の学習状況を把握することの限界
講義のレベル設定の難しさ
従来の課題では不十分な場面の登場
英語で講義することの難しさ
著作権問題
実施可能な授業実践の広がり
視点が広がることによる授業改善
専門知識の補完
スタッフ間の調整の難しさ
分業への不安

発言者
A, E
A, B, D
A, C, D
A, C, D
C, D
A, B, C
C, E
A, B
A, D
C
D, E
A, D
C, D
E
A, C, D, E
C, D
A, C
D, E
B, D
D
A, C
D, E
B, C
B
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た．例えば，前述の〈ビデオ講義に適した教授法〉と

識は，【TPK】および【TPACK】の２種類であったの

い う 概 念 は ，「 汎 用 的 な 方 略 」（ COX and GRAHAM

に対し，教員 A は【PCK】，【TPK】，【TPACK】の３種

2009）であり，
「教科内容とは関連付かない，教授を効

類，教員 C は【PCK】，【TCK】，
【TPK】，
【TPACK】の

果的にするための ICT の存在や仕様に関する知識」で

４種類であった．これらから，MOOC での実践経験は

あるため，【TPK】に分類した．また，〈映像を活用し

必ずしも TPACK 形成につながるとは限らず，TPACK

た微生物学の教授法〉や〈電子黒板を用いた素数の教

形成を促進する要因が存在する可能性が示唆される．

授法〉など，授業内容や実践の文脈に強く紐付いた知

次節では，こうした知識形成の違いに影響を与えると

識は，TPACK の特徴であるテクノロジーを用いた「内

考えられる教員の授業実践に関する個人要因について

容固有の方略」
（COX and GRAHAM 2009）であるといえ

述べる．

るため，【TPACK】に分類した．以上の手順により得

4.3.

られた結果を表５に示す．

インタビューから得られた情報をもとに，教員ごと

教員の MOOC 実践に関する個人要因

まず，知識の形成過程について検討をおこなう．

に MOOC 実践に関する個人要因を整理したものを表

【PCK】のうちの〔特定トピックの効果的な解説方法〕

６に示す．このうち「ICT 活用の度合い」については，

に着目したい．教員 A は，「タンパク質の構造」や「系

わが国の高等教育機関を対象とした ICT 利活用状況の

統図」についてのよりわかりやすい解説方法に関する

調査結果（京都大学 2014）を参照し，授業内での活用

知識を形成しており，その経緯について「いただくコ

率が比較的高い「パワーポイント等のスライド」，

メントとか質問も，こういう方法を採用したのにほと
んどわかってもらえてなかったとか，わかりますよね．
なんでそうなんやろと，思いますよね．考えさせられ
ますよね．（A-71）」と述べている．この発言から，〔学
習者の反応の可視化〕という【ICT ツールの活用によ
る効果の実感】を経験することが，知識形成につなが
っていることがわかる．また教員 A は，MOOC での自
動採点では問題形式が限られるという〔ICT ツールの

表５
カテゴリー
CK
PK
TK

PCK

性能的制約への対処〕を経験することで，〔選択問題の
質を向上させる方法〕という【PCK】を形成していた．

TCK

次に，形成が確認された知識の特徴について検討を
おこなう．今回の調査では，知識形成が確認されたの
は，TPACK フレームワークの７つの構成要素のうち４
つであった．具体的には，TPACK フレームワークのう
ち単一要素からなる知識である【CK】，【PK】，【TK】
は，いずれも形成を確認することはできなかった．一

TPK

方で，複合的な知識である【PCK】【TCK】【TPK】
【TPACK】は，全ての形成が確認された．それぞれに
該当する概念の数をみると，
【PCK】は４，【TCK】は1，
【TPK】は11，
【TPACK】は５であった．これらから，
単一要素からなる知識よりも，複合的な知識の方がよ
り幅広く形成されていることがわかる．
ただし，教員ごとに形成が確認された TPACK を比
較すると，教員 A，B，C，D の４名はそれぞれ複数の
知識形成が確認されたのに対し，教員 E はいずれも確
認されなかった．また，TPACK 形成が確認された４名
についても，その知識の種類や広がりには個人間で差
があった．具体的には，教員 B と教員 D が形成した知
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TPACK

TPACK 形成

概念
–
–
–
選択問題の質を向上させる方法
特定トピックの効果的な解説方法
英語での数学の課題作成の注意点
効果的な数式の板書方法
ブラウザ上での数字表記の方法
動画のキャプション機能の存在
MOOC の仕様
電子黒板の仕様
ビデオ講義に適した教授法
効果的な掲示板の活用方法
反転授業の方法
非同期環境で学習者状況を把握す
る方法
ダブルディグリーの効率化
オンライン授業のアイディア
計算機の活用に影響を受けない計
算課題
ビデオを活用した実験結果の提示
方法
映像を活用した微生物学の教授法
ICT を活用したプログラミング教
授法
電子黒板を用いた素数の教授法
デザイン教育へのビデオ作成活動
の活用
掲示板を用いた異文化理解の促進

発言者

A
A
C
C
C
B
A
A
A, B, D
C
B, D
A
B
B
C
A
A
B
C
D
D
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「web 上の教材・コンテンツ」，
「ストリーミングビデ

スタッフからの支援が影響を与えていると考えられる．

オ・Flash 動画」のみを活用している場合は「標準的に

今回の調査対象であった教員は，それぞれ MOOC に

活用」
，これら以外にも活用している場合には「積極的

おいて新しい ICT ツールや教授法を活用しており，そ

に活用」とした．

のために必要となる知識はスタッフからの支援をうけ

まず，
「MOOC 実施のきっかけ」および「当初の認

て形成されている．この際になされる支援について表

識とモチベーション」をみると，いずれの教員も他者

２をみると，スタッフから担当教員へ共有される知識

からの推薦がきっかけであり，MOOC についての十分

の多くは，PK や TK などの一般的な知識ではなく，実

な認識をもたないまま実践に参加していることがわか

践の文脈にあわせて翻案された TPK であることがわ

る．次に，「事前の教育経験」では，積極的に多様な

かる．このため，MOOC の実践を通じて形成される知

ICT ツールを授業で活用していた教員 B，D から，パ

識は，PK や TK などの単一要素からなる知識ではなく，

ワーポイントを含め一切 ICT ツールを使わない教員 C

より実践の文脈にひもづいた複合的な知識が形成され

まで，教員間で顕著な差異がみられた．同様に，「対面

やすいといえる．さらにこうしたサポートの特徴は，

授業との関連」および「対面授業での活用」では，教

担当教員だけでなくスタッフも主体的に実践者として

員 E は MOOC での実践と従来の対面授業との関連が

関与するという実施体制の影響が大きい．つまり，担

一切なかったのに対し，他の教員は両実践が関連する

当教員の実践状況に応じて必要となる知識を判断し，

ものであった．

実践に即して共有するという主体的な関与をスタッフ
5. 考

5.1.

がおこなった結果，担当教員とスタッフとの間に互い

察

に学び合う関係が構築され，TPACK 形成につながった

MOOC での経験と授業力量形成との関連

ここまでの検討の結果から，MOOC での授業実践の
経験を通じて，TPACK が形成されることが確認された．

と考えられる．
5.2.

TPACK 形成が促進される要因の検討

また，教員間で形成が確認された TPACK に違いが

さらに形成が確認された知識の内実をみると，表５で

あったことから，TPACK 形成を促進する要因が存在す

みたように，単一要素の知識ではなく，より実践的な

る可能性が示唆された．この要因について，教員ごと

知識である複合的な知識を形成していることが明らか

の個人要因と形成が確認された TPACK との関係をみ

になった．

ていきたい．

このような TPACK 形成の特徴は，MOOC における

まず，今回の調査で TPACK 形成に関する発言があ

表６ 教員の MOOC 実践に関する個人要因の比較
項目
MOOC 実施の
きっかけ

教員 A
部局からの推薦

教員 B
部局からの推薦

教員 C
部局からの推薦

教員 D

教員 E

他教員からの推薦 他教員からの推薦

あまり把握してい MOOC に参加するこ MOOC は知らず心 名前を知っている
MOOC を知らなか
ないが，とりあえ とは知っており，実 の準備もできてい 程度だが，悪い話
った
ずやってみた
践に興味があった
なかった
ではないと思った
ICT 活用の
標準的に活用から
標準的に活用
積極的に活用
活用なし
積極的に活用
度合い
活用なしへ移行
web コンテンツ，プ
PPT，LMS，web コン
使用 ICT
PPT，web コンテン
ログラミングソフ なし
テンツ，遠隔講義シ （以前は）PPT
ツール
ツ
ト，掲示板
ステム，ビデオ教材
ディスカッション
板書と原稿による
PPT と板書を併用 板書による講義＋
中心のケーススタ
授業スタイル
板書による講義
講義＋グループデ
した講義
演習
ディ（講義形式は
ィスカッション
ほぼなし）
複数授業を統合し 出前授業を発展さ 既存の授業をベー MOOC 後に同じ内 なし
対面授業との関連
て作成
せて作成
スに作成
容で授業実施予定 （書籍を MOOC 化）
対面授業での活用
授業の課題として 授業の課題として 反転授業の予習教
予定なし
予定なし
（予定含む）
活用
活用
材として活用予定
当初の認識と
モチベーション
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がらなかった教員 E に着目する．TPACK 形成が確認

れた．また，教員間で形成が確認された TPACK に違

された４名の教員と比較すると，教員 E のコースのみ

いがあったことから，TPACK 形成を促進する要因が存

対面授業とは全く関連性がないものであった．この点

在することが示唆された．さらに形成要因については，

について，教員 E は「別カテゴリーとして考えてたと

MOOC での実践を普段の授業と関連づけることで

ころがあって，どうやって普段の授業に生かすかって
いうところは，あんまりそこまでないという感じが，
今してますけど（K-62）」と発言している．つまり教

TPACK の形成が促進され，普段の授業との違いが大き

員 E は，MOOC 実践と普段の授業実践を無関係のもの

これらの検討により，MOOC での授業実践の経験が

いほどより広範な TPACK が形成される可能性が示唆
された．

と捉えていたため，TPACK が形成されたと判断できる

大学教員の授業力量形成につながる可能性を示すこと

発言にはつながらなかったと考えられる．このことか

ができた．しかしながら，本研究では大学教員の授業

ら，MOOC での実践を普段の授業と関連づけて考える

力量形成を TPACK という一要素からしか確認できて

ことで，より教員の TPACK 形成が促進される可能性

いない．また，その後の授業実践にどのような影響を

が示唆される．

あたえたのかについても検討できていない．このため，

一方，広範な TPACK 形成が確認された教員 C およ

MOOC での授業実践を通じて形成された TPACK が，

び教員 A に着目すると，２名とも事前の ICT 活用の度

対面授業などの異なる文脈で必要となる授業力量の形

合いが低いという特徴があった．特に，最も ICT 活用

成にどのようにつながるのかについては，さらなる検

の度合いが低かった教員 C は，知識形成に加え ICT 活

討が必要である．

用に対する意識の変容もみられた．教員 C は授業に

加えて，MOOC での実践経験を通じて大学教員が授

ICT ツールを使わない理由について，「やっぱり式を

業力量を形成しうる可能性を示したのみで，それを支

書いて，それをふんふんと頷きながらノートをとりな
がらやると理解できるんですが，式をパッパッパッと
前の方で切り替えられても頭に入ってこないというこ
とはあるので．（C-117）」と述べていた．しかし，

える専門家スタッフの専門性や能力との関連は検討で

MOOC での経験を経て，「そうする（テクノロジーを

態であった．このため，事前の授業力量の多寡と，実

活用する）と時間の節約にもなりますから．時間が節
約できるということは，当然受講者も，より本質的な
ところに集中できるということですから，まあ上手く
そういうのを活用出来ればいいかなと思いましたね．
（C-130）」というように ICT ツールの活用に対する意

践を通じた授業力量形成との関連についても検討でき

識の変容がみられた．このように，MOOC での授業実
践と普段の授業実践との違いが大きいほど，より両者
の特徴が明確化され，多くの TPACK 形成につながる
可能性が示唆される．
6.

まとめと今後の課題

きていないことも課題である．さらに，調査対象とな
った教員らは，対面授業の経験は豊富であり，従来の
授業で求められる授業力量は十分に形成されている状

ていない．今後は，異なる条件の事例を調査していく
ことで，授業実践の経験と大学教員の授業力量形成と
の関係を明らかにしていきたい．
付
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