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以上 
 
1 菅谷の研究によると、ここでいう「批判的（クリテ
 

 
ィカル）」とは、「日本語で言う『（否定的に）批判する

態度・立場にある様子』（岩波国語辞典）といったネガ

ティブな意味合いではなく、『適切な規準や根拠に基づ

く、論理的で偏りのない思考』（Critical Thinking――A 
Functional Approach）という建設的で前向きな思考」を
指す（菅谷，2000，p. xi）。 
2 ヴァン・マーネンにおける「生きられた経験」を現
象学的に探究した村山（2010）は、「生きられた経験（体
験）」と名づけ得るものは、回想の中でつくりあげられ

ていくものとして時間構造をもっており、「生きられた

経験」はそれが直接明示するものによっては捉えられ

ず、「過去に存在したものとして反省的に捉えることの

みが可能である」と述べている（村井、2000、p. 349）。
この点に鑑みると、ウィリアムズ（2012）は学生の「生
きられたリテラシー実践」を調査することで、当人た

ちが自明視しているもののなかに秩序を見出そうとす

る試みであるといえる。 
3 「カウチポテト族」は、ソファー（カウチ）に座り
込んだり、寝そべったりしたまま動かず、主にテレビ

を見てだらだらと長時間を過ごす人を揶揄・自嘲する

表現である。 
4 「文化的判断力喪失者」は、エスノメソドロジーの
創設者であるハロルド・ガーフィンケル（Harold 
Garfinkel）によって提唱された用語である。 
「文化的判断力喪失者（cultural dope）」とは、「社会学
者が設定した社会のなかの人間のこと」であり、「共通

の文化によりあらかじめ規定されている正統的な行為

だけしか選択できず、そうすることで、社会をいかに

も安定したものにしている」とされている。（ガーフィ

ンケル, 1964=1989, p. 76） 
5 アシュリーは18歳の女子学生で、ヨーロッパ系米国
人である。ビジネスを専攻しており、毎日8時間ほどオ
ンラインで過ごしている。（Williams, 2009, p. 201） 
6 ブリアンナは18歳の女子学生で、アフリカ系米国人
である。心理学を専攻しており、毎日8時間ほどオンラ
インで過ごしている。（Williams, 2009, p. 201） 

 
（日本学術振興会特別研究員・博士後期課程） 

受理 2020年 2月 28日 

【研究論文】 
 

テクノロジーを用いた授業づくりの力量に関する一考察 

――PCKから TPACKへの展開に着目して―― 
 

若松 大輔 
 

 
はじめに 
 2017・2018 年に告示された学習指導要領には、子
どもの学習の基盤として「情報活用能力」が掲げられ、

「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワ

ークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整

え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図るこ

と」が明記された。この動きと並行して、2017年に発
表された教職課程コアカリキュラムには、「各教科の指

導法」や「教育の方法及び技術」などの項目に「情報

機器及び教材の活用を含む」ことが記された。すなわ

ち、現在進行形の教育改革の流れの 1つは、教師と子
どもに ICT などの情報手段を積極的に活用させるこ
とにあると言える。 

 このような要請にも呼応して、現在、教師による ICT
活用に関する研究が盛んに行われている状況である。

そこで注目されている概念の 1 つに TPACK
（Technological Pedagogical Content Knowledge）が
ある。TPACKとは、リー・ショーマン（Shulman, L.）
による PCK 概念にテクノロジーの要素を加えたもの
であり、プニア・ミシュラ（Mishra, P.）とマシュー・
ケーラー（Koehler, M.）の 2006年の論文1で広く知ら

れるようになった概念である。日本語訳は「技術と関

わる教育的内容知識」が当てられる場合もあるが、

PCK 自体の翻訳の難しさを考慮して、本稿では

TPACKと表記する。なお、元々は TPCKという略称
が用いられていたものの、発音しづらく概念の普及の

障壁になっていると問題視され、2007年に開催された
全国テクノロジー・リーダーシップ・サミット

（National Technology Leadership Summit）の第 9
回大会において TPACKという略称が提案されて普及
するに至っている2。本稿では、歴史性を踏まえて

TPCKという用語を用いる必要がある場合を除き、基

本的に TPACKを用いることとする。 

 TPACKに関する国内の先行研究は、多くが TPACK
フレームワークを用いて、教員養成や現職研修のデザ

インならびにアセスメントを行う開発研究や調査研究

である3。TPACKそれ自体を対象としている先行研究
としては小柳和喜雄によるものがある。小柳は、

TPACK 提唱以前にも 1990 年代からコンピュータ利
用の論文の中で教師の専門的知識の議論が登場し、

2005年頃に TPACK概念が提唱された後の 10年間で
意味が多様に解釈されてきた軌跡を描いている4。また、

研究の傾向として、2008 年以降に各教科の中で
TPACKに着目した実践が行われ始め、2009年以降に
TPACK に基づいた養成と研修のプログラムおよびそ
の評価方法に関する研究が現れてきたことも指摘して

いる5。したがって、先行研究では、TPACKに関わる
各知識の内実やその展開は明らかにされてきた。しか

しながら、TPACK という概念それ自体の意義や含意
を明らかにする点においては検討の余地が残っている。 

そこで本稿では、TPACK を意味づけるために、ま
ず TPACK の基盤にあるショーマンによる PCK 概念
の核心を明らかにした上で、それを参照軸として検討

することを主旨とする。ならびに、同時代に提唱され

た類似の概念との比較を通して、ミシュラらによる

TAPCKの特徴を浮かび上がらせる。 

 
１．TPACK概念の背景 
本節では、ミシュラとケーラーによる TPACK フレ
ームワークを検討するために、まず彼らが依拠してい

るショーマンの PCK概念の核心を明らかにする。次に、
彼らと同時期にショーマンに基づきテクノロジーや

ICT に関わる教師の知識に言及した論稿を紹介する。
この作業の目的は、TPACK 概念の記念碑的論稿であ
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るミシュラとケーラーの「TPCK―教師知識のための
フレームワーク―」（2006年）が成立した背景を明ら
かにすることと同時に、彼らの枠組みを批判的に考察

するための参照軸を提示することにある。 
 
（１）PCKの根底にある領域固有性の発見 
 初めてショーマンによってPCKが提唱されたのは、
1985 年の全米教育学会（American Educational 
Research Association）の会長就任講演においてであ
る。この講演の中で、まずショーマンは、教員採用な

どの評価問題が、歴史的に、教育内容（content）と教
育方法（pedagogy）のどちらか一方に重点を置き他方
を軽視してきたと指摘した。そして、1980年代当時の
教育方法を重視する評価システムの多くは、「教えるこ

との効果性（teaching effectiveness）」研究に影響を
受けたものであった。この研究に対して、ショーマン

は、「誰も教科内容自体には焦点を合わせてこなかった。

誰も教材が教師の知識から指導の内容へ翻案される方

法を問わなかった。また、誰もその教育内容のある定

式化がどのように生徒が知ったり誤解するようになる

ことと関連しているのかを問わなかった」6と批判した。

つまり、教えることの研究には、教え学ぶ実質的な対

象である教材という視点が欠如していたのである。 
 ショーマンが「教えることの効果性」研究に対して

このような批判的視点を持ちえた背景には、それまで

に彼が基礎研究の中で見出した「領域固有性

（domain-specificity）」というまなざしがあると言え
る。どういうことか。ショーマンは、1963年に教師の
意思決定過程に関する論文で Ph.D.を取得するものの、
同年ミシガン州立大学に助教授として就任すると、い

ったん教師研究とは距離を取るようになる。1970年代
半ばに再び教師研究に戻ってくるまでの約 10年間は、
大きく分けて 2つの研究を行っていた。1つは、教育
心理学の立場からの科学や数学を中心とした教科教育

の研究である。もう 1つは、医師の判断過程研究であ
る。 
 医師の判断過程研究はショーマンが元々抱いていた

研究関心の延長線上に位置しており、いわば自然の成

り行きである一方、1 つ目の教科教育の研究は偶然の
産物であった。ショーマンのアカデミック・キャリア

における初めての仕事は、1965年に開催された社会科

学研究会（Social Science Research Council）の「学
習と教育過程に関する委員会（Committee on 
Learning and the Educational Process）」による「発
見による学習（Learning by Discovery）」研究協議会
の記録係であった。この研究協議会は、ジェローム・

ブルーナー（Bruner, J.）やリー・クロンバック
（Cronbach, L.）、ロバート・ガニエ（Gagné, R.）ら
などの教育心理学者が中心となって当時注目されてい

た発見学習を検討するために組織されたものである。

この成果は、各メンバーの論稿と、ショーマンとエヴ

ァン・カイスラー（Keislar, E.）による要約と分析を
付して 1966 年に刊行された7。この分析が教科教育の

専門家の目に留まり、ショーマンは、数学教育や科学

教育に関してコメントを求められるようになった8。こ

のような経緯で、教科教育の世界に参加するようにな

ったのである。 
 2 つ目の医師の判断過程研究は、ミシガン州立大学
の同僚であるアーサー・エルステイン（Elstein, A.）
らとともに行われた9。この研究を通して、「最も驚く

ことに、事例によって変化するため、医師による診断

の質の正確さや徹底さもしくはその他の指標に関して

一般化することは不可能であった」10ということを発

見した。つまり、医師の診断は特定の事例に依存して

おり、あらゆる医学分野を貫く診断の能力を示すこと

はできないということを見つけたのである。このこと

は医師の診断が領域固有性を有していることを意味し

ている。そして「医学的問題解決における転移の存在

に関する私たちの［上述の］発見は、……『発見によ

る学習』研究が、他の教科よりも規則性が内在的に発

見 可 能 な 教 科 も あ る た め 、 教 科 固 有 的

（subject-specific）であるという認識とパラレルであ
る」11と説いた。すなわち、医師の診断が領域固有で

あったように、発見学習の方略もすべての教科に同様

の仕方で適用できるわけではないということである。 
 このように1960年代半ばから70年代半ばにかけて
行われた 2つの研究を通して、ショーマンは「領域固
有性」という物事の見方を身につけた。この「領域固

有性」という発想が「教えることの効果性」研究の批

判に向かい、PCKの提起を準備したと言える。 

 

（２）教師の専門的知識としての PCK 
 教育内容か教育方法かという二項対立図式を批判し

つつ、新たなアセスメントの方法を模索していたショ

ーマンは、1985年の講演で「知識の領域（domain of 
knowledge）」として次の 3つの知識を提示することに
なる。それは、「教材内容知識（subject matter content 
knowledge ）」「 PCK （ pedagogical content 
knowledge）」「カリキュラム知識（ curricular 
knowledge）」である。 

 教材内容知識とは、「教育内容知識（ content 
knowledge）」とも言い換えられる教育内容に関する知
識である。この知識は、ジョセフ・シュワブ（Schwab, 
J.）に倣って「教科の構造（the structures of a 
subject）」を含むものだと解されている。すなわち、
この知識には、対象領域の事実的知識や概念的知識の

みならず、その領域における確からしさの証明や研究

の方法を含むものである。 

 PCK は、「教材の知識それ自体を超えて教
．
え
．
る
．
こ
．
と
．

の
．
た
．
め
．
の教材知識の次元にまで向かう教育方法の知識

（pedagogical knowledge）」であり「教授可能性
（teachability）に最も密接に結びついた教育内容の局
面を統合する内容知識の特定の様式」12である。これ

にはある内容を他者が理解できるようにする表象を含

んでいる。具体的にはアナロジーや図示や例示である。

この PCK は、汎用的な教育方法の知識ではなく、特
定の領域の表象に関わる知識であるということが重要

な点である。すなわち「領域固有性」に根ざした教育

方法の知識だということである。 

 カリキュラム知識は、プログラムや教材・教具の知

識である。同時期に他教科で何が教えられているのか

というカリキュラムの横の知識と、同じ教科の中で子

どもたちは何を学んできてこれから何を学ぶことにな

るのかという縦の系統性の知識を含むものである。ま

た、教科書や視覚教材などの知識もこのカテゴリーに

入っている。この知識のカテゴリーが、次節以降で本

格的に議論するテクノロジーの知識と一部重なってい

ることは、本稿においては重要である。 

 1985 年の講演で初めて提起されたアセスメントの
ための「知識の領域」は、短い期間で何度も変更が加

えられた13。変更点の 1 つは、1985 年時点では PCK
を中心とした 3種類の知識の領域を提示するに留まっ

ていたものの、その後の改訂の中で教育目的の知識や

一般的な教育方法の知識や学習者の知識など、包括的

に教師の知識を措定するようになった点が挙げられる。

しかしながら、彼自身が「これらのカテゴリーの中で

も、PCKは、教えることのための代表的な知識の体系
であるため、とりわけ興味深いものである」14と PCK
の優位を述べたこともあり、後の研究では、PCKを核
とした知識の再定式化が試みられる傾向にある。

TPACKも例外ではない。 

 

（３）2006年前夜における TPCK 
 TPACK提唱以前に用いられていた TPCKという術
語は、ミシュラとケーラーが 2006 年に発表した論文
で人口に膾炙することになるが、前年の 2005 年にマ
ーガレット・ニース（Niess, M.）によっても用いられ
ていると指摘されている15。また同年の 2005年には、
チャルーラ・アンジェリ（Angeli, C.）とニコス・ヴ
ァラニデス（Valanides, N.）もショーマンに依拠しな
がら「ICTに関する PCK（ICT-related PCK）」とい
う用語を用いて、ICTを用いる授業づくりの力量につ
いて議論をしている。ミシュラらは、彼女らとも近い

立場で共に研究しているものの相違点もあるため、次

節で検討する際の参照軸として彼女らの議論を簡潔に

紹介したい。 
 ニースが TPCK を提起する背景には次のような時
代把握がある。それは「21世紀は、様々なツールや様々
なコミュニケーションや様々な情報そして様々な仕事

を特徴として出現した。このような変化を踏まえると、

教育は、コンピュータ・ベースの電子テクノロジーを

組み込み、学問分野の文脈の中でこれらのテクノロジ

ーと学習を統合するよう変化しなければならない」16

という認識である。その上で、PCKの重要性を指摘し
つつ、「テクノロジーが学習のために不可欠な要素もし

くはツールになるためには、科学と数学の養成段階の

教師が、テクノロジーに関する教科の包括的概念やテ

クノロジーを用いて教えることの意味、すなわちテク

ノロジーの PCK（TPCK）も発達させなければならな
い」17と説く。 
 続いてアンジェリらは「私たちは、……養成段階の

初等教師が ICTに関する PCKと名づけられた知識体
系を発達させる必要があることを主張する。この知識
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るミシュラとケーラーの「TPCK―教師知識のための
フレームワーク―」（2006年）が成立した背景を明ら
かにすることと同時に、彼らの枠組みを批判的に考察

するための参照軸を提示することにある。 
 
（１）PCKの根底にある領域固有性の発見 
 初めてショーマンによってPCKが提唱されたのは、
1985 年の全米教育学会（American Educational 
Research Association）の会長就任講演においてであ
る。この講演の中で、まずショーマンは、教員採用な

どの評価問題が、歴史的に、教育内容（content）と教
育方法（pedagogy）のどちらか一方に重点を置き他方
を軽視してきたと指摘した。そして、1980年代当時の
教育方法を重視する評価システムの多くは、「教えるこ

との効果性（teaching effectiveness）」研究に影響を
受けたものであった。この研究に対して、ショーマン

は、「誰も教科内容自体には焦点を合わせてこなかった。

誰も教材が教師の知識から指導の内容へ翻案される方

法を問わなかった。また、誰もその教育内容のある定

式化がどのように生徒が知ったり誤解するようになる

ことと関連しているのかを問わなかった」6と批判した。

つまり、教えることの研究には、教え学ぶ実質的な対

象である教材という視点が欠如していたのである。 
 ショーマンが「教えることの効果性」研究に対して

このような批判的視点を持ちえた背景には、それまで

に彼が基礎研究の中で見出した「領域固有性

（domain-specificity）」というまなざしがあると言え
る。どういうことか。ショーマンは、1963年に教師の
意思決定過程に関する論文で Ph.D.を取得するものの、
同年ミシガン州立大学に助教授として就任すると、い

ったん教師研究とは距離を取るようになる。1970年代
半ばに再び教師研究に戻ってくるまでの約 10年間は、
大きく分けて 2つの研究を行っていた。1つは、教育
心理学の立場からの科学や数学を中心とした教科教育

の研究である。もう 1つは、医師の判断過程研究であ
る。 
 医師の判断過程研究はショーマンが元々抱いていた

研究関心の延長線上に位置しており、いわば自然の成

り行きである一方、1 つ目の教科教育の研究は偶然の
産物であった。ショーマンのアカデミック・キャリア

における初めての仕事は、1965年に開催された社会科

学研究会（Social Science Research Council）の「学
習と教育過程に関する委員会（Committee on 
Learning and the Educational Process）」による「発
見による学習（Learning by Discovery）」研究協議会
の記録係であった。この研究協議会は、ジェローム・

ブルーナー（Bruner, J.）やリー・クロンバック
（Cronbach, L.）、ロバート・ガニエ（Gagné, R.）ら
などの教育心理学者が中心となって当時注目されてい

た発見学習を検討するために組織されたものである。

この成果は、各メンバーの論稿と、ショーマンとエヴ

ァン・カイスラー（Keislar, E.）による要約と分析を
付して 1966 年に刊行された7。この分析が教科教育の

専門家の目に留まり、ショーマンは、数学教育や科学

教育に関してコメントを求められるようになった8。こ

のような経緯で、教科教育の世界に参加するようにな

ったのである。 
 2 つ目の医師の判断過程研究は、ミシガン州立大学
の同僚であるアーサー・エルステイン（Elstein, A.）
らとともに行われた9。この研究を通して、「最も驚く

ことに、事例によって変化するため、医師による診断

の質の正確さや徹底さもしくはその他の指標に関して

一般化することは不可能であった」10ということを発

見した。つまり、医師の診断は特定の事例に依存して

おり、あらゆる医学分野を貫く診断の能力を示すこと

はできないということを見つけたのである。このこと

は医師の診断が領域固有性を有していることを意味し

ている。そして「医学的問題解決における転移の存在

に関する私たちの［上述の］発見は、……『発見によ

る学習』研究が、他の教科よりも規則性が内在的に発

見 可 能 な 教 科 も あ る た め 、 教 科 固 有 的

（subject-specific）であるという認識とパラレルであ
る」11と説いた。すなわち、医師の診断が領域固有で

あったように、発見学習の方略もすべての教科に同様

の仕方で適用できるわけではないということである。 
 このように1960年代半ばから70年代半ばにかけて
行われた 2つの研究を通して、ショーマンは「領域固
有性」という物事の見方を身につけた。この「領域固

有性」という発想が「教えることの効果性」研究の批

判に向かい、PCKの提起を準備したと言える。 

 

（２）教師の専門的知識としての PCK 
 教育内容か教育方法かという二項対立図式を批判し

つつ、新たなアセスメントの方法を模索していたショ

ーマンは、1985年の講演で「知識の領域（domain of 
knowledge）」として次の 3つの知識を提示することに
なる。それは、「教材内容知識（subject matter content 
knowledge ）」「 PCK （ pedagogical content 
knowledge）」「カリキュラム知識（ curricular 
knowledge）」である。 

 教材内容知識とは、「教育内容知識（ content 
knowledge）」とも言い換えられる教育内容に関する知
識である。この知識は、ジョセフ・シュワブ（Schwab, 
J.）に倣って「教科の構造（the structures of a 
subject）」を含むものだと解されている。すなわち、
この知識には、対象領域の事実的知識や概念的知識の

みならず、その領域における確からしさの証明や研究

の方法を含むものである。 

 PCK は、「教材の知識それ自体を超えて教
．
え
．
る
．
こ
．
と
．

の
．
た
．
め
．
の教材知識の次元にまで向かう教育方法の知識

（pedagogical knowledge）」であり「教授可能性
（teachability）に最も密接に結びついた教育内容の局
面を統合する内容知識の特定の様式」12である。これ

にはある内容を他者が理解できるようにする表象を含

んでいる。具体的にはアナロジーや図示や例示である。

この PCK は、汎用的な教育方法の知識ではなく、特
定の領域の表象に関わる知識であるということが重要

な点である。すなわち「領域固有性」に根ざした教育

方法の知識だということである。 

 カリキュラム知識は、プログラムや教材・教具の知

識である。同時期に他教科で何が教えられているのか

というカリキュラムの横の知識と、同じ教科の中で子

どもたちは何を学んできてこれから何を学ぶことにな

るのかという縦の系統性の知識を含むものである。ま

た、教科書や視覚教材などの知識もこのカテゴリーに

入っている。この知識のカテゴリーが、次節以降で本

格的に議論するテクノロジーの知識と一部重なってい

ることは、本稿においては重要である。 

 1985 年の講演で初めて提起されたアセスメントの
ための「知識の領域」は、短い期間で何度も変更が加

えられた13。変更点の 1 つは、1985 年時点では PCK
を中心とした 3種類の知識の領域を提示するに留まっ

ていたものの、その後の改訂の中で教育目的の知識や

一般的な教育方法の知識や学習者の知識など、包括的

に教師の知識を措定するようになった点が挙げられる。

しかしながら、彼自身が「これらのカテゴリーの中で

も、PCKは、教えることのための代表的な知識の体系
であるため、とりわけ興味深いものである」14と PCK
の優位を述べたこともあり、後の研究では、PCKを核
とした知識の再定式化が試みられる傾向にある。

TPACKも例外ではない。 

 

（３）2006年前夜における TPCK 
 TPACK提唱以前に用いられていた TPCKという術
語は、ミシュラとケーラーが 2006 年に発表した論文
で人口に膾炙することになるが、前年の 2005 年にマ
ーガレット・ニース（Niess, M.）によっても用いられ
ていると指摘されている15。また同年の 2005年には、
チャルーラ・アンジェリ（Angeli, C.）とニコス・ヴ
ァラニデス（Valanides, N.）もショーマンに依拠しな
がら「ICTに関する PCK（ICT-related PCK）」とい
う用語を用いて、ICTを用いる授業づくりの力量につ
いて議論をしている。ミシュラらは、彼女らとも近い

立場で共に研究しているものの相違点もあるため、次

節で検討する際の参照軸として彼女らの議論を簡潔に

紹介したい。 
 ニースが TPCK を提起する背景には次のような時
代把握がある。それは「21世紀は、様々なツールや様々
なコミュニケーションや様々な情報そして様々な仕事

を特徴として出現した。このような変化を踏まえると、

教育は、コンピュータ・ベースの電子テクノロジーを

組み込み、学問分野の文脈の中でこれらのテクノロジ

ーと学習を統合するよう変化しなければならない」16

という認識である。その上で、PCKの重要性を指摘し
つつ、「テクノロジーが学習のために不可欠な要素もし

くはツールになるためには、科学と数学の養成段階の

教師が、テクノロジーに関する教科の包括的概念やテ

クノロジーを用いて教えることの意味、すなわちテク

ノロジーの PCK（TPCK）も発達させなければならな
い」17と説く。 
 続いてアンジェリらは「私たちは、……養成段階の

初等教師が ICTに関する PCKと名づけられた知識体
系を発達させる必要があることを主張する。この知識
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は、ショーマンの PCK 概念に由来し、スキルの統合
的知識基盤、ならびに教師が現実の教室で ICTを用い
て教える優れた能力をもつ者になるために必要不可欠

な学習者・教育内容・教育方法・テクノロジーの知識

を構成する」18と述べ、ICTに関する PCKの必要性を
説いている。この概念は次のように説明されている。

すなわち「ICTの知識は、コンピュータを操作する方
法知や、多様なツールやソフトウェアを使用する方法

知やそれらのアフォーダンスに関するものとして定義

される。ICTに関する PCKは、ICTを用いて教える
のに優れた教師にする知識の様式であり、それは、ツ

ールに関する知識やそのツールのアフォーダンス・教

育方法・教育内容・学習者・文脈が、どのように特定

の学習者のために特定の文脈で ICT
．．．

の
．
付加的価値
．．．．．

を
．

示
．
す
．
方法で特定のトピックを教えられるのかに関する

理解に総合される方法として描かれうる」19というも

のである。 
 ニースおよびアンジェリとヴァラニデスは、「電子テ

クノロジー」や「ICT」と表現されるコンピュータな
どのデジタル・テクノロジーを教育に導入する必要性

を訴えている点において共通している。つまり、本来

「テクノロジー」という場合、ICT機器だけではなく、
黒板や顕微鏡のような旧来から用いられている教育メ

ディアも対象になりうるものの、両者が念頭に置いて

いるのはデジタル・テクノロジーだということである。

そして、このような新たに出現したテクノロジーの可

能性と教育に持ち込む必要性を強調している。 
 
２．ミシュラとケーラーによる TPACKフレームワー
クの展開 
 次に、ミシュラとケーラーによる TPACKフレーム
ワークの展開を踏まえてその特徴を明らかにする。第

1 項と第 2 項では、基本的に 2006 年の論文に依拠し
て初出の TPACKフレームワークについて述べる。続
く第 3項では、それ以後の論文を参照してフレームワ
ークの展開を追う。 
 
（１）テクノロジーの知識の必要性 
 ミシュラらもニースと同様の時代把握をしている。

すなわち「デジタル・テクノロジーの出現が人間の仕

事のほとんどの分野でのルーティンと実践を劇的に変

えた」20という把握であり、この変化に教育の場も対

応していく必要があると考えたのである。その上で、

使いやすい教育メディアの開発ではなく、教師の知識

に着目してこの課題に応えようとするのはなぜか。そ

れは彼らが教えることに対して次のような認識をして

いるためである。すなわち「私たちのフレームワーク

の基礎には、教えることが、多くの種類の知識を利用

する高度に複雑な活動であるという理解がある。教え

ることは、構造化されていないダイナミックな環境で

生じる複雑な認知スキルである。……教えることの熟

達は、高度に組織化された知識の体系への柔軟なアク

セスに依存している」21という見方である。教えるこ

とが複雑で単純化できないという前提に立てば、問わ

れるのは教師の力量になる。このような見方は、耐教

師性（teacher-proof）の教育改革に対して教師の力量
こそが議論されるべきであると説くショーマンの立場

と軌を一にしている22。 

 しかしながら、ミシュラらは、ショーマンによる教

師の知識の概念化に対しては基本的に賛同しつつも次

のような評価をしている。それは「ショーマンは、テ

クノロジーや、テクノロジーと教育方法と教育内容の

関係性について議論していないが、私たちはこれらの

問題が重要でないとは考えていない。ショーマンが最

初に議論をした時［1980年代半ば］、今日ほどテクノ
ロジーを取り巻く問題は前景になっていなかった。…

…ショーマンのアプローチは依然として有効性を伴っ

ているが、1980年代以降に変化したことは、様々な新
しく主にはデジタルであるテクノロジーの利用可能性

と、教えることにそれらのテクノロジーを適用するや

り方を学ぶことが要求されるという理由で、テクノロ

ジーが、主流の教育に関するディスコースの最前線に

きたということである」という評価である。続けて「こ

れらの新しいテクノロジーは、教室の性質を変えてき

た、もしくは変える可能性を持っている。『最も力強い

アナロジー・図示・例示・説明・実演』もしくは他の

言葉ではよりアクセス可能にそして理解しやすくする

ための『教科の表象化や定式化の方法』のようなショ

ーマンが PCK にとって重要であると示した局面や具
体例について考えてみてほしい。明らかにテクノロジ

ーはこれらの各局面で重要な役割を演じる。……テク

ノロジーは、学習者が教材をよりアクセスしやすくし

うる様々な表象・アナロジー・例示・説明・実演を制

約そしてアフォードしてきた」23と説く。つまり、ミ

シュラらは、ショーマンが授業づくりの知識として示

した PCK 概念に、社会や教室の変化に合わせてテク
ノロジーの知識を追加させたのである。 

 

（２）TPACKフレームワークの検討 
 次に、PCKにテクノロジーの知識を加えた TPACK
フレームワークを検討していく。まず、ミシュラらが

捉えているテクノロジーの概念を明確にしておきたい。

彼らがテクノロジーと言う場合、デジタル・テクノロ

ジーに力点を置きつつも、黒板やチョークなどの旧来

から存在している教育メディアも視野に入れている。

また「テクノロジーは、可能な表象の種類を制限する

が、より新しいテクノロジーは、多くの場合より新し

い様々な表象やこれらの表象を操る際により幅広い柔

軟さを高める」24と考えている。つまり、教具として

のテクノロジーは、当然新たな学びの創出の可能性に

も開かれているが、同時にこれまで可能であったこと

が制限されることにもつながると言える。2008年の論
文ではより明瞭に「テクノロジーについて理解するた

めに最も重要なことの1つは、特定
．．
の
．
テクノロジ
．．．．．

ー
．
が
．

特定
．．
の
．
ア
．
フォーダンス
．．．．．．

と
．
制約
．．
を
．
有
．
し
．
てい
．．
る
．
ということ

である。テクノロジーは中立でもバイアスがないわけ

でもない。むしろ、特定のテクノロジーは、他のタス

クよりもあるタスクにより適合するという、それ自体

の傾向・バイアス・適性を有している」25と述べてい

る。このテクノロジーの見方は、領域固有性を強調す

るものであり、ショーマンによる PCK の核心と地続
きである。 

前節で紹介した論者たちと比較して、ミシュラらの

テクノロジーに対する見方の特徴は、テクノロジーを

ICT機器などのデジタル・テクノロジーに限定してい
ない点と、テクノロジーにおける可能性の面だけでは

なく制約の面も強調している点に見出せる。テクノロ

ジーとは何かや、所与のテクノロジーの可能性と限界

をどのように捉えるかは、テクノロジーを用いた授業

づくりについて考える際の論点になる。 

 図1に示したものが TPACKフレームワークである。
後述するように「文脈（context）」の強調は、2008年
以降の展開であるが、「教育内容の知識（CK）」「教育

方法の知識（PK）」「テクノロジーの知識（TK）」の3
つの要素が互いに重なり合う図像で描かれていること

は2006年からずっと変わっていない。テクノロジーが
関わらない知識については、ショーマンの考えを踏襲

しているため、ここではテクノロジーの知識に関わっ

ているものに限定して説明していく26。 

 

 

図1 TPACKフレームワーク 

（Koehler, M. & Mishra, P., 2009, p.63） 

 

 テクノロジーの知識（TK）は「本やチョークや黒板
などの標準的なテクノロジーについての知識と、イン

ターネットやデジタルビデオなどのより高度なテクノ

ロジーについての知識である。これには特定のテクノ

ロジーを操作するのに求められるスキルも含まれる」

27と説明される種類の知識である。 

 テクノロジーと教育内容が重なる TCK は、所与の
教育内容とテクノロジーが相互に関連し合う方法につ

いての知識である。例えば、幾何学を簡単に操作でき

るソフトウェア（具体的には「Geometer's Sketchpad」
という動的幾何学ソフト）を用いることで従来は不可

能であった教材の学びを構想する知識が含まれる。 

また、テクノロジーと教育方法が重なる TPK は、
テクノロジーを用いたディスカッションや評価方法な

どに関する知識を指している。TPKは、特定の教材と
は無関係である一般的な教育方法とテクノロジーに関

係している。TCKと TPKの違いは、教具と教材の関
係なのか、教具と学習形態などを含む汎用的な指導方
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は、ショーマンの PCK 概念に由来し、スキルの統合
的知識基盤、ならびに教師が現実の教室で ICTを用い
て教える優れた能力をもつ者になるために必要不可欠

な学習者・教育内容・教育方法・テクノロジーの知識

を構成する」18と述べ、ICTに関する PCKの必要性を
説いている。この概念は次のように説明されている。

すなわち「ICTの知識は、コンピュータを操作する方
法知や、多様なツールやソフトウェアを使用する方法

知やそれらのアフォーダンスに関するものとして定義

される。ICTに関する PCKは、ICTを用いて教える
のに優れた教師にする知識の様式であり、それは、ツ

ールに関する知識やそのツールのアフォーダンス・教

育方法・教育内容・学習者・文脈が、どのように特定

の学習者のために特定の文脈で ICT
．．．

の
．
付加的価値
．．．．．

を
．

示
．
す
．
方法で特定のトピックを教えられるのかに関する

理解に総合される方法として描かれうる」19というも

のである。 
 ニースおよびアンジェリとヴァラニデスは、「電子テ

クノロジー」や「ICT」と表現されるコンピュータな
どのデジタル・テクノロジーを教育に導入する必要性

を訴えている点において共通している。つまり、本来

「テクノロジー」という場合、ICT機器だけではなく、
黒板や顕微鏡のような旧来から用いられている教育メ

ディアも対象になりうるものの、両者が念頭に置いて

いるのはデジタル・テクノロジーだということである。

そして、このような新たに出現したテクノロジーの可

能性と教育に持ち込む必要性を強調している。 
 
２．ミシュラとケーラーによる TPACKフレームワー
クの展開 
 次に、ミシュラとケーラーによる TPACKフレーム
ワークの展開を踏まえてその特徴を明らかにする。第

1 項と第 2 項では、基本的に 2006 年の論文に依拠し
て初出の TPACKフレームワークについて述べる。続
く第 3項では、それ以後の論文を参照してフレームワ
ークの展開を追う。 
 
（１）テクノロジーの知識の必要性 
 ミシュラらもニースと同様の時代把握をしている。

すなわち「デジタル・テクノロジーの出現が人間の仕

事のほとんどの分野でのルーティンと実践を劇的に変

えた」20という把握であり、この変化に教育の場も対

応していく必要があると考えたのである。その上で、

使いやすい教育メディアの開発ではなく、教師の知識

に着目してこの課題に応えようとするのはなぜか。そ

れは彼らが教えることに対して次のような認識をして

いるためである。すなわち「私たちのフレームワーク

の基礎には、教えることが、多くの種類の知識を利用

する高度に複雑な活動であるという理解がある。教え

ることは、構造化されていないダイナミックな環境で

生じる複雑な認知スキルである。……教えることの熟

達は、高度に組織化された知識の体系への柔軟なアク

セスに依存している」21という見方である。教えるこ

とが複雑で単純化できないという前提に立てば、問わ

れるのは教師の力量になる。このような見方は、耐教

師性（teacher-proof）の教育改革に対して教師の力量
こそが議論されるべきであると説くショーマンの立場

と軌を一にしている22。 

 しかしながら、ミシュラらは、ショーマンによる教

師の知識の概念化に対しては基本的に賛同しつつも次

のような評価をしている。それは「ショーマンは、テ

クノロジーや、テクノロジーと教育方法と教育内容の

関係性について議論していないが、私たちはこれらの

問題が重要でないとは考えていない。ショーマンが最

初に議論をした時［1980年代半ば］、今日ほどテクノ
ロジーを取り巻く問題は前景になっていなかった。…

…ショーマンのアプローチは依然として有効性を伴っ

ているが、1980年代以降に変化したことは、様々な新
しく主にはデジタルであるテクノロジーの利用可能性

と、教えることにそれらのテクノロジーを適用するや

り方を学ぶことが要求されるという理由で、テクノロ

ジーが、主流の教育に関するディスコースの最前線に

きたということである」という評価である。続けて「こ

れらの新しいテクノロジーは、教室の性質を変えてき

た、もしくは変える可能性を持っている。『最も力強い

アナロジー・図示・例示・説明・実演』もしくは他の

言葉ではよりアクセス可能にそして理解しやすくする

ための『教科の表象化や定式化の方法』のようなショ

ーマンが PCK にとって重要であると示した局面や具
体例について考えてみてほしい。明らかにテクノロジ

ーはこれらの各局面で重要な役割を演じる。……テク

ノロジーは、学習者が教材をよりアクセスしやすくし

うる様々な表象・アナロジー・例示・説明・実演を制

約そしてアフォードしてきた」23と説く。つまり、ミ

シュラらは、ショーマンが授業づくりの知識として示

した PCK 概念に、社会や教室の変化に合わせてテク
ノロジーの知識を追加させたのである。 

 

（２）TPACKフレームワークの検討 
 次に、PCKにテクノロジーの知識を加えた TPACK
フレームワークを検討していく。まず、ミシュラらが

捉えているテクノロジーの概念を明確にしておきたい。

彼らがテクノロジーと言う場合、デジタル・テクノロ

ジーに力点を置きつつも、黒板やチョークなどの旧来

から存在している教育メディアも視野に入れている。

また「テクノロジーは、可能な表象の種類を制限する

が、より新しいテクノロジーは、多くの場合より新し

い様々な表象やこれらの表象を操る際により幅広い柔

軟さを高める」24と考えている。つまり、教具として

のテクノロジーは、当然新たな学びの創出の可能性に

も開かれているが、同時にこれまで可能であったこと

が制限されることにもつながると言える。2008年の論
文ではより明瞭に「テクノロジーについて理解するた

めに最も重要なことの1つは、特定
．．
の
．
テクノロジ
．．．．．

ー
．
が
．

特定
．．
の
．
ア
．
フォーダンス
．．．．．．

と
．
制約
．．
を
．
有
．
し
．
てい
．．
る
．
ということ

である。テクノロジーは中立でもバイアスがないわけ

でもない。むしろ、特定のテクノロジーは、他のタス

クよりもあるタスクにより適合するという、それ自体

の傾向・バイアス・適性を有している」25と述べてい

る。このテクノロジーの見方は、領域固有性を強調す

るものであり、ショーマンによる PCK の核心と地続
きである。 

前節で紹介した論者たちと比較して、ミシュラらの

テクノロジーに対する見方の特徴は、テクノロジーを

ICT機器などのデジタル・テクノロジーに限定してい
ない点と、テクノロジーにおける可能性の面だけでは

なく制約の面も強調している点に見出せる。テクノロ

ジーとは何かや、所与のテクノロジーの可能性と限界

をどのように捉えるかは、テクノロジーを用いた授業

づくりについて考える際の論点になる。 

 図1に示したものが TPACKフレームワークである。
後述するように「文脈（context）」の強調は、2008年
以降の展開であるが、「教育内容の知識（CK）」「教育

方法の知識（PK）」「テクノロジーの知識（TK）」の3
つの要素が互いに重なり合う図像で描かれていること

は2006年からずっと変わっていない。テクノロジーが
関わらない知識については、ショーマンの考えを踏襲

しているため、ここではテクノロジーの知識に関わっ

ているものに限定して説明していく26。 

 

 

図1 TPACKフレームワーク 

（Koehler, M. & Mishra, P., 2009, p.63） 

 

 テクノロジーの知識（TK）は「本やチョークや黒板
などの標準的なテクノロジーについての知識と、イン

ターネットやデジタルビデオなどのより高度なテクノ

ロジーについての知識である。これには特定のテクノ

ロジーを操作するのに求められるスキルも含まれる」

27と説明される種類の知識である。 

 テクノロジーと教育内容が重なる TCK は、所与の
教育内容とテクノロジーが相互に関連し合う方法につ

いての知識である。例えば、幾何学を簡単に操作でき

るソフトウェア（具体的には「Geometer's Sketchpad」
という動的幾何学ソフト）を用いることで従来は不可

能であった教材の学びを構想する知識が含まれる。 

また、テクノロジーと教育方法が重なる TPK は、
テクノロジーを用いたディスカッションや評価方法な

どに関する知識を指している。TPKは、特定の教材と
は無関係である一般的な教育方法とテクノロジーに関

係している。TCKと TPKの違いは、教具と教材の関
係なのか、教具と学習形態などを含む汎用的な指導方

25



法の関係なのかという点にあると説明することができ

る。 

 3つの要素の知識が1点に重なる TPACK は、「すべ
ての教師、すべてのコース、すべての授業観に適する

単一のテクノロジーの解決策は存在しない」28という

見方に基づく、特定の教育内容・教育方法・テクノロ

ジーにおいて可能となる教えと学びの知識である。

TPACK は「教育内容・教育方法・テクノロジーの間
にあるつながり・相互作用・アフォーダンス・制約を

強調する」29ものであり、この TPACK の中心的な考
え 方 は 「 動 的 均 衡 状 態 （ state of dynamic 
equilibrium）」という言葉に端的に表れている。この
考えは、各知識が独立して存在しているのではなく、

1つの連動するシステムとして存在しているという見
方である。したがって、各要素に関わる状況が少しで

も変更される場合、それに呼応して他の要素も変更を

余儀なくされ、新たな特定の文脈に合うように知識が

組み直されることになる。例えば、この見方に基づけ

ば、単元が変わり教育内容が変更される場合、従来の

テクノロジーや教育方法ではうまくいかず、すべての

知識を再構築して授業をつくる必要があると見ること

ができる。ミシュラらはこのように「動的均衡状態」

として TPACKを捉えているため、力量形成の方法に
関して、要素的なチェックリストを用いる方法や特定

のソフトウェアの使い方を教えるワークショップを批

判し、テクノロジーを用いた真正な問題解決を通した

学びを推奨することになる30。 
 

（３）TPACKの展開 
 2008年以降の議論では、主に、新旧テクノロジーの
性質の明確化と「文脈」の強調がなされてきた。まず

テクノロジーに関して、「テクノロジーの統合の問題は

アナログとデジタル、そして新しいテクノロジーと旧

いテクノロジーの双方に適用される。しかしながら、

実際的な重要性の問題として、現在文献で検討されて

いるテクノロジーのほとんど（例えば、コンピュータ、

ソフトウェア、そしてインターネット）はより新しく

デジタルである」31として、ミシュラらは、旧来のテ

クノロジーとより新しいデジタル・テクノロジーを次

のように比較する。伝統的なテクノロジーの特徴は次

の3つである。それは「固有性（鉛筆は書くためのも

の、顕微鏡は小さな対象を見るためのもの）」「安定性

（鉛筆や振り子や顕微鏡や黒板は時間の経過とともに

大きく変化してきていない）」「機能の透明性（鉛筆も

しくは振り子の内的構造は非常に単純で機能と直接関

連している）」である32。他方で、デジタル・テクノロ

ジーは、この性質とは対照的であり、一言で言えば「変

幻自在（protean）」である。デジタル・テクノロジー
のこのような性質を踏まえると、教師が、教育内容や

教育方法との関係の中で所与のテクノロジーの可能性

と限界について深く理解しておかなければ柔軟に使い

こなすことができないことを示唆している。 

 次に文脈の強調に関して、2006年の時点でも「領域
固有性」の重視から特定の文脈について関心を払って

いたものの、2008年以降さらに明確に位置づけるよう
になる。図1に「文脈（context）」が明記されたのも2008
年以降である。例えば、ミシュラらは「テクノロジー

をカリキュラムに統合する問題にとって『完璧な解決

策』のようなものは存在しない。そうではなく、統合

の取り組みは、常に特定の教室の文脈の中で特定の教

材のためにカスタム・デザインされるべきである」33と

述べるようになる。彼らは、シュワブが「実践的であ

ること4」34の中で提示したアートの実践家としての教

師の見方に依拠して、「カリキュラムは教師と独立して

存在していない。……カリキュラム・デザイナーとし

ての教師の考えは、実行の決定が、第一に特定の教室

の中で特定の教師の手の中にあるという事実の気づき

に基づいている。……教師は、偶発的な学びの条件を

創りだしていくために、既存の制約と交渉しながら、

反復的なデザインと洗練の有機的プロセスを通してカ

リキュラムを構築していく。このプロセス、つまり教

師の個性・歴史・観念・信念・知識によって独特に形

成される方法で（テクノロジーを伴うもしくは伴わな

い）生きた教えることのプロセスはブリコラージュ
．．．．．．．

と

呼ばれてきた」35と説く。文脈を強調するということ

は、「領域固有性」における「領域」の拡張と見ること

ができる。つまり、ショーマンが PCK を提示した時
点では、汎用的な教え方ではなく特定の教材と連関し

ている教え方を表現しようとしていたものの、ミシュ

ラらは、この考えにまずテクノロジーとの結びつけを

付加し、続いて特定の文脈も踏まえるようになったと

評価することができるのである。 

おわりに：TPACKの意義と論点 
 最後に、TPACK の意義と、テクノロジーを用いた
授業づくりの論点を提示したい。TPACKは、PCKに
内在していた領域固有性という考えを全面的に継承し

ている。その上で、TPACK は、テクノロジーという
視点を導入することで、ショーマンの「表象

（representation）」という考えから教えと学びの媒介
物の物質的側面である教具を区分しえた点に意義があ

ると言える。この区分によって、実質的な学びの対象

である「教育内容」と学びを生み出す教え方に関する

「教育方法」を関連させて思考するだけではなく、そ

の学びを形成する物質的な教具としての「テクノロジ

ー」を踏まえて授業づくりをする必要があるという見

方を促す。 

 また、テクノロジーを用いた授業づくりにおける論

点は、「テクノロジーとは何か」ということにある。こ

れまで見てきたように、ミシュラらは、ニースやアン

ジェリらとは異なり、デジタル・テクノロジーだけで

はなく以前からも教具として慣れ親しんでいる顕微鏡

などもテクノロジーのカテゴリーに含んでいる。しか

しながら、この「テクノロジーとは何か」という問い、

もしくはもっと積極的に言えば「望ましいテクノロジ

ーとは何か」という問いは、論点であることには変わ

らないが、特定の文脈を踏まえない限り建設的に議論

することができないと考えられる。というのも、ミシ

ュラらが述べるように、「TPACK フレームワークが、
教えるのはど

．
の
．
よう
．．
な
．
内容か（科学 or音楽）、ど

．
の
．
よ
．

う
．
な
．
教育方法のアプローチが有用か（講義形式 or構成

主義）、教えることにおいて用いられるのはど
．
の
．
よう
．．
な
．

種類のテクノロジーか（デジタル orアナログ）に関す
る特定の方向性には言及していないと述べておくこと

は重要である。それゆえ、私たちが生きている変化す

る世界を考えると、私たちが、自分自身で今日の生徒

がうまくいくために知る必要があることは何かを問わ

なければならない」36ためである。すなわち、TPACK
フレームワークは、3つの各要素の知識が相対的には
独自でありつつも相互に作用しているという考えを提

示するものであり、よい実践とは何かという規範を導

くものではないため、各教師が目の前の子どもと対峙

しながら特定の文脈において「望ましいテクノロジー

とは何か」を考えなければならないのである。 

 このことは、最新の ICT機器が今までにない学びを
生み出しうるポテンシャルを含んでいるために、それ

を使うことが目的化してしまうことに対して、重要な

示唆を与える。すなわち、より新しいテクノロジーを

用いれば今日の実践が抱えている課題が解決されうる

わけではなく、教師自身が、目の前の子どもにとって

必要な、教育内容とは何か、教育方法とは何か、テク

ノロジーとは何かを問い続けて授業づくりを重ねるこ

とが肝要だということである。このことはどの時代で

も求められてきた授業づくりにおける不易の原則であ

ろう。 
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法の関係なのかという点にあると説明することができ

る。 

 3つの要素の知識が1点に重なる TPACK は、「すべ
ての教師、すべてのコース、すべての授業観に適する

単一のテクノロジーの解決策は存在しない」28という

見方に基づく、特定の教育内容・教育方法・テクノロ

ジーにおいて可能となる教えと学びの知識である。

TPACK は「教育内容・教育方法・テクノロジーの間
にあるつながり・相互作用・アフォーダンス・制約を

強調する」29ものであり、この TPACK の中心的な考
え 方 は 「 動 的 均 衡 状 態 （ state of dynamic 
equilibrium）」という言葉に端的に表れている。この
考えは、各知識が独立して存在しているのではなく、

1つの連動するシステムとして存在しているという見
方である。したがって、各要素に関わる状況が少しで

も変更される場合、それに呼応して他の要素も変更を

余儀なくされ、新たな特定の文脈に合うように知識が

組み直されることになる。例えば、この見方に基づけ

ば、単元が変わり教育内容が変更される場合、従来の

テクノロジーや教育方法ではうまくいかず、すべての

知識を再構築して授業をつくる必要があると見ること

ができる。ミシュラらはこのように「動的均衡状態」

として TPACKを捉えているため、力量形成の方法に
関して、要素的なチェックリストを用いる方法や特定

のソフトウェアの使い方を教えるワークショップを批

判し、テクノロジーを用いた真正な問題解決を通した

学びを推奨することになる30。 
 

（３）TPACKの展開 
 2008年以降の議論では、主に、新旧テクノロジーの
性質の明確化と「文脈」の強調がなされてきた。まず

テクノロジーに関して、「テクノロジーの統合の問題は

アナログとデジタル、そして新しいテクノロジーと旧

いテクノロジーの双方に適用される。しかしながら、

実際的な重要性の問題として、現在文献で検討されて

いるテクノロジーのほとんど（例えば、コンピュータ、

ソフトウェア、そしてインターネット）はより新しく

デジタルである」31として、ミシュラらは、旧来のテ

クノロジーとより新しいデジタル・テクノロジーを次

のように比較する。伝統的なテクノロジーの特徴は次

の3つである。それは「固有性（鉛筆は書くためのも

の、顕微鏡は小さな対象を見るためのもの）」「安定性

（鉛筆や振り子や顕微鏡や黒板は時間の経過とともに

大きく変化してきていない）」「機能の透明性（鉛筆も

しくは振り子の内的構造は非常に単純で機能と直接関

連している）」である32。他方で、デジタル・テクノロ

ジーは、この性質とは対照的であり、一言で言えば「変

幻自在（protean）」である。デジタル・テクノロジー
のこのような性質を踏まえると、教師が、教育内容や

教育方法との関係の中で所与のテクノロジーの可能性

と限界について深く理解しておかなければ柔軟に使い

こなすことができないことを示唆している。 

 次に文脈の強調に関して、2006年の時点でも「領域
固有性」の重視から特定の文脈について関心を払って

いたものの、2008年以降さらに明確に位置づけるよう
になる。図1に「文脈（context）」が明記されたのも2008
年以降である。例えば、ミシュラらは「テクノロジー

をカリキュラムに統合する問題にとって『完璧な解決

策』のようなものは存在しない。そうではなく、統合

の取り組みは、常に特定の教室の文脈の中で特定の教

材のためにカスタム・デザインされるべきである」33と

述べるようになる。彼らは、シュワブが「実践的であ

ること4」34の中で提示したアートの実践家としての教

師の見方に依拠して、「カリキュラムは教師と独立して

存在していない。……カリキュラム・デザイナーとし

ての教師の考えは、実行の決定が、第一に特定の教室

の中で特定の教師の手の中にあるという事実の気づき

に基づいている。……教師は、偶発的な学びの条件を

創りだしていくために、既存の制約と交渉しながら、

反復的なデザインと洗練の有機的プロセスを通してカ

リキュラムを構築していく。このプロセス、つまり教

師の個性・歴史・観念・信念・知識によって独特に形

成される方法で（テクノロジーを伴うもしくは伴わな

い）生きた教えることのプロセスはブリコラージュ
．．．．．．．

と

呼ばれてきた」35と説く。文脈を強調するということ

は、「領域固有性」における「領域」の拡張と見ること

ができる。つまり、ショーマンが PCK を提示した時
点では、汎用的な教え方ではなく特定の教材と連関し

ている教え方を表現しようとしていたものの、ミシュ

ラらは、この考えにまずテクノロジーとの結びつけを

付加し、続いて特定の文脈も踏まえるようになったと

評価することができるのである。 

おわりに：TPACKの意義と論点 
 最後に、TPACK の意義と、テクノロジーを用いた
授業づくりの論点を提示したい。TPACKは、PCKに
内在していた領域固有性という考えを全面的に継承し

ている。その上で、TPACK は、テクノロジーという
視点を導入することで、ショーマンの「表象

（representation）」という考えから教えと学びの媒介
物の物質的側面である教具を区分しえた点に意義があ

ると言える。この区分によって、実質的な学びの対象

である「教育内容」と学びを生み出す教え方に関する

「教育方法」を関連させて思考するだけではなく、そ

の学びを形成する物質的な教具としての「テクノロジ

ー」を踏まえて授業づくりをする必要があるという見

方を促す。 

 また、テクノロジーを用いた授業づくりにおける論

点は、「テクノロジーとは何か」ということにある。こ

れまで見てきたように、ミシュラらは、ニースやアン

ジェリらとは異なり、デジタル・テクノロジーだけで

はなく以前からも教具として慣れ親しんでいる顕微鏡

などもテクノロジーのカテゴリーに含んでいる。しか

しながら、この「テクノロジーとは何か」という問い、

もしくはもっと積極的に言えば「望ましいテクノロジ

ーとは何か」という問いは、論点であることには変わ

らないが、特定の文脈を踏まえない限り建設的に議論

することができないと考えられる。というのも、ミシ

ュラらが述べるように、「TPACK フレームワークが、
教えるのはど

．
の
．
よう
．．
な
．
内容か（科学 or音楽）、ど

．
の
．
よ
．

う
．
な
．
教育方法のアプローチが有用か（講義形式 or構成

主義）、教えることにおいて用いられるのはど
．
の
．
よう
．．
な
．

種類のテクノロジーか（デジタル orアナログ）に関す
る特定の方向性には言及していないと述べておくこと

は重要である。それゆえ、私たちが生きている変化す

る世界を考えると、私たちが、自分自身で今日の生徒

がうまくいくために知る必要があることは何かを問わ

なければならない」36ためである。すなわち、TPACK
フレームワークは、3つの各要素の知識が相対的には
独自でありつつも相互に作用しているという考えを提

示するものであり、よい実践とは何かという規範を導

くものではないため、各教師が目の前の子どもと対峙

しながら特定の文脈において「望ましいテクノロジー

とは何か」を考えなければならないのである。 

 このことは、最新の ICT機器が今までにない学びを
生み出しうるポテンシャルを含んでいるために、それ

を使うことが目的化してしまうことに対して、重要な

示唆を与える。すなわち、より新しいテクノロジーを

用いれば今日の実践が抱えている課題が解決されうる

わけではなく、教師自身が、目の前の子どもにとって

必要な、教育内容とは何か、教育方法とは何か、テク

ノロジーとは何かを問い続けて授業づくりを重ねるこ

とが肝要だということである。このことはどの時代で

も求められてきた授業づくりにおける不易の原則であ

ろう。 
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塩野直道の数学教育論に関する一考察 

 
 

山本 匡哉 
 

 
１．はじめに 
 本稿では、塩野直道の数学教育論について検討する。

塩野は、東京帝国大学物理学科を専攻し、卒業後に松

本高等師範学校に赴任。2 年後の 1924 年に文部省図
書監修官に就任し、1935年から使用された国定算術教
科書『尋常小学算術』の編纂に携わった人物である。  
塩野は『尋常小学算術』において、「児童の数理思

想を開発し、日常生活を数理的に正しくするように指

導すること」1に主意を置いたと述べており、この「数

理思想」という概念が塩野の数学教育論の中心にあっ

た。『尋常小学算術』編纂後、塩野は中等数学教育の改

革にも陰ながら指導的役割を果たし、『尋常小学算術』

の理念を中等数学教育にも反映することで、初等算術

教育と中等数学教育の円滑な接続を目指した。1930
年代から 40 年代にかけては、世界的に展開された数
学教育改良運動から影響を受け、日本においても数学

教育が大きく変革した時期である。この時期の数学教

育において、塩野は先導的な役割を果たした人物と言

える。 
 塩野の先行研究として、奥招のものが挙げられる2。

奥は、塩野の数学教育論に焦点を合わせ、算数科の成

立過程についての検討を行い、昭和 10 年代の塩野の
数学教育論に現代の数学的な考え方の源流を求めてい

る。また、高木佐加枝が、内容の分析と指導法の研究

に主眼を置いて『尋常小学算術』の検討を行い、『尋常

小学算術』の理念は現在の算数教育に息づいていると

評価している3。 
 上記の先行研究では、「数理思想」が現代の数学的な

考え方に連なるものであると評価している。一方で、

「数理思想」に関しては、塩野が述べる定義のような

ものの引用にとどまり、塩野の数学教育論の展開に通

底する思想については検討の余地が残されている。 

 そこで本稿では、塩野が意図した「数理」の概念 
に着目しながら、当時の数学教育において塩野が果た

した役割を明らかにする。 

 

２．塩野の数学教育論の形成過程 
（１）『尋常小学算術』編纂の背景 

20世紀初頭、J.ペリー（Perry, J.）がグラスゴーで
行った「数学の教育」という講演を契機に、数学教育

改良運動が世界的に広まっていった。この運動を日本

に積極的に紹介した小倉金之助によると、改良運動の

根本精神は、「教材及び方法を近代化し、生徒の心理を

つかみ、数学全体としてできるだけ有機的統一的なも

のを作り上げよう。そしていわば数学における理論と

実践の統一を実行するために、数学の実用的方面にお

ける、論理的方面における、また生徒の心理的方面に

おける『数学教育の原則』をつくり上げよう」4という

ものであった。 

 改良運動において展開された主張は、次の 6点に集

約することができる5。①分科主義の否定と算術と代数、

幾何と代数の融合、②関数観念の重視、③グラフの重

視、④幾何教育の改造、⑤実験実測の導入、⑥微積分

の早期導入であった。つまり、中等学校の数学科に、

関数や微分積分学などの近代数学を導入し、自然科学

への応用を目的とする数学教育が改良運動では構想さ

れた。そのために、当時支配的であった演繹思考に傾

倒した数学教育に疑いの目を向け、抽象的な思考から

出発するのではなく、認知の基礎となる直観に基づい

て学ぶことが主張された。 

 ペリーの講演に始まる改良運動は、中等数学教育を

意図したものであった。しかし、日本の場合、中等数

学教育よりも初等算術教育に影響を及ぼした。実際生

活と遊離した、四則計算中心の形式先行で機械的な従
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