MOOC 制作および運用の支援における実践的課題について
岡本 雅子 1) , 酒井 博之 1)
1) 京都大学 高等教育研究開発推進センター
okamoto.masako.8v@kyoto-u.ac.jp

Practical Issues of Support for MOOC Production and
Management
Masako Okamoto1) , Hiroyuki Sakai1)
1) Center for the Promotion of Excellence in Higher Education, Kyoto University

概要
京都大学における MOOC（Massive Open Online Courses: 大規模オープンオンライン講義）のコンテンツの
制作過程において、講義コンテンツの制作と運用に係る実践的課題について、MOOC の特性に係る点を中心にまと
め、教員を支援する制作スタッフの立場から改善が可能な点について考察した。
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本講義は、2017 年 3 月 30 日から 5 月 11 日までの 6
週間、開講された。なお、本講義終了後に、教材の追

このような現状の下、edX は世界のトップ大学連合
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4.2

間」「大学の定員」といった条件に縛られることなく、
世界のあらゆる大学の講義を受講することができる。

3 対象とする講義について
本 稿 で 取 り 上 げ た「Stochastic Processes: Data

Analysis and Computer Simulation」は、「ブラウン

受講者データの取得

edX のプラットフォームは、受講者のプロフィー
ル、コンテンツ、Problems や Homework などのテス
ト、掲示板のデータ、受講者の行動履歴を利用するこ
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義や受講者の情報がリアルタイムに可視化される。な
お、本稿では講義終了時のデータを利用した。

運動」と呼ばれる粒子の拡散モデルを題材とした講義
であり、6 週間で Python とコンピュータシミュレー
ションの基礎を学ぶことを想定している（表 1）
。

3.1

講師と作成支援体制

表1

講義の教材は、2 名の担当教員が作成し、各週の講

講義の内容

内容
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参与観察の結果
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受講者の国籍、年齢等について

本講義は、米国、インド、英国などをはじめとする

6 考察

121 の国や地域から受講生が集まっており、20 代から

冒頭に述べたように MOOC は年齢や国籍を問わず
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これらの問題については、MOOC の構造と edX の仕

普段の授業は、その場で内容の調整をすることがで
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ウェブ上に掲示することで学習者の要求に答えられる

5.3.2 受講者層の想定と実践結果の相違点

ケースも想定できるのではないかと考えられる。

自分が想定している受講者の集団とは必ずしも一致

次に、学習者層の想定については、インタビュー調

しない人たちも受講していた。数学については大学く

査において、「数学については大学くらいを想定して

いたが、式の変形や定義や記号などは暗黙のうちに
（分かっているものである）と思っていた。言われて
みれば、常識ではないので、記号の使用方法などが人
によって、あるいは、受けてきた教育によって異なっ

して予め提供することで、改善できる課題も少なくな
いものと著者は考える。
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いうのであれば、当該講義で使用する記号に詳細な説
明を付記し、ウェブ上に掲示するなどの対応である。
最後に、5.3.3 で「カリュキュラムでなく単体の授業
として公開されるという MOOC の特性について」に
おけるインタビュー調査結果で示されているように、

MOOC では、それぞれの講義が単体で公開されるこ
とから、当該講義に参加する学習者は、受講に必要な
知識を得るための段階を踏まないため、受講に際して
一定程度の事前知識が要求される。こうしたことは制
作スタッフ側も十分に承知しており、広報の際に受講
条件を掲示しているが、本実践結果で示されていると
おり、教員の要求する知識あるいは学習レベルに達し
ていない学習者の参加も見られる。こうした場合につ
いては、広報の際、事前に受講しておいた方が良いそ
のほかのコンテンツが存在すれば、それを掲示すると
いう方法も考えられるし、場合によっては、講義の初
期段階で受講者の前提知識をテストし、選別するなど
のコンテンツ構成を検討することもひとつの方法であ
ると考えられる。

7 まとめと今後の課題
本稿では、MOOC における作成側の支援という視
点で、ひとつの実践事例を対象に考察してきたが、可
能である支援のほとんどは、運用時ではなく、事前に
行う内容の支援ばかりであった。こうした内容の支援
の多くは、運用時に発生する問題を具体的に予想でき
て初めて可能であることから、MOOC の制作と運用
の積み重ねが必要とされる。今後、MOOC の制作と
運用の際に得られた知見をこと細かに記載して分析、
考察したものをリスト化し、講義を担当する教員に対

