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ラジオ，テレビの時代にも，教育サービスの提

供を重要な使命としてきた公共放送は，デジタル

化が進展する中，これからの時代の「教育・学習」

をどのようにとらえ，新たなサービスを展開しよう

としているのか。

このテーマは，教育テレビジョン50年を目前

にした日本も含め，各国で注目されていることか

ら，放送文化研究所の研究誌NHK Broadcasting 
Studies No.6（2008）でも，特集テーマとして取り

上げた 1）。今後の議論の参考とするため，本稿で
は，同誌掲載の2つの論稿を，執筆者の許可を

得て抄訳で紹介する。

最初に紹介するのは，BBC教育オンライン

の開発者でもあり，教育分野におけるテクノロ

ジー開発の第一人者，George Auckland氏（BBC

教育部門ニューメディア開発部長）による「公

共放送BBCが提供する新時代の教育サービ

ス（Educational Services by BBC Public Service 

Broadcasting in the New Era）」。BBCの教育サー

ビスでは，放送開始当初から常に，番組視聴の

教育的意義を高めるため「放送を超えた」活動を

重視してきたが，これはデジタル時代に入って一

段と活発になり，視聴者の学習の可能性を広げ

ているという。子ども向け，成人向けの多様な教

育・学習サービスの事例が，実験プロジェクトも

含めて幅広く紹介されている。著者は，「ユーザー

生成コンテンツ（UGC）」「利用者生成型の学習」

に着目し，放送局が視聴者の創造性を育て，そ

れを活用しながら，さらに豊かな学習体験の提

供に努めることの重要性を強調している。

2つ目は，ニューヨークの公共放 送局

Thirteen/WNETの教育担当副社長，Ronald 

Thorpe（ロナルド･ソープ）博士による「デジタル

テクノロジーの教室への導入：VITALプロジェ

クト（Digital Technology in Classrooms : Video in 

Teaching and Learning）」。公共テレビ局が，いか

にして優れた番組の映像を，小中学生の学力向

上という具体的な教育ニーズに合わせて，教師

が利用し易い形で映像教材化し，関連教材と組

み合わせてオンライン上で提供するようになった

か。専門機関と連携して開発したVITALという

プロジェクトの例を紹介している。学習効果に結

びつくことを事前に検証した映像の教材化，子ど

もの習熟度に合わせた効果的な映像教材利用に

関するきめ細かい情報の提供など，映像の教育

的価値を重視する意義が，教育学専門で，教育

現場の事情にも詳しい著者の視点から強調され

ている。

なお，本稿最終ページには，2つの論稿の理解

に役立つ補足参考文献を掲載している2）。

英米公共放送の
教育サービス最新動向
～NHK Broadcasting Studies（2008）から～

   メディア研究部（番組研究）  小平さち子　　
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■ BBC教育サービスの背景
BBC （British Broadcasting Corporation）

では，英国での放送開始間もない頃から，教
育サービスに携わってきた。1922年に本放送
が始まったのは，現在のBBCの前身，無線機
メーカーの連合体が共同設立したイギリス放送
会社時代のことだが，その初代総支配人となっ
たジョン・リース氏（後のBBC会長）は，著書

Broadcast over Britain  （1924）の中で，放送事
業がいかに娯楽の域を超え，教育分野にも参
入すべきかについて触れている。BBCが初めて
教育番組を放送したのは1924年4月4日，翌5
月にはジョン・S・ストバート氏が，初代教育局
長に就任した。
このようにBBCでは，教育の分野で重要な

役割を果たす基盤が早い段階から整っていた。
国王の特許状に基づいて設立されたBBCは，
当初から「情報・教育・娯楽の提供」を使命に
掲げており，1926年12月20日付けの最初の特
許状から2007年1月1日発効の最新の特許状
まで，この文言が繰り返し記載されてきた。
しかし教育放送がスタートしてしばらく経つ

と，一方向のコミュニケーションがもたらす危
険についてBBC内で議論が始まり，真の教育・
学習の実現には，放送を超えた活動も必要で
あることが明らかにされた。当時解決策として
提案されたのは，聴取者グループを設けて，聴
取した番組について話し合うことで学習内容を
深めるというものであった。
以 上 がBBC Education（ 現 在 のBBC 

Learning）＊の背景であるが，BBC教育部門のプ
ロデューサーや幹部にとって，「放送を超えた活
動」は，常に仕事の重要な部分を占めてきた。
＊ BBC Educationと BBC Learning は BBC 内の
部署名で，基本的に同じ意味である。当初 BBC 
Educationであったが，後に学習者重視を強調す
るねらいで BBC Learning に変更された。本稿
では，その時々の名称を用いている。

上記のダイアグラムで，放送を超える活動が
本格的に始まるのは「ガイド」からで，電話ヘ
ルプライン，パンフレット，書籍，CD-ROM，
DVD，イベントなど様々な形態がある。とりわ
け大きな変化をもたらしているのがデジタル分
野で，BBCの教育サービスの形を根本から変
えただけでなく，特許状に記された決意の実現
にも大きく貢献している。
BBCの教育サービスがデジタルの分野に

関わり始めたのは1970年代末のことである。
1978年にBBCの科学ドキュメンタリーシリーズ

Horizonで，「なぜ英国はコンピューターや情報
技術の活用で米国や日本，フランス，ドイツ
に大きく出遅れているのか」を問いかける番組
を放送した。このメッセージは強烈なインパク
トを与え，そのような状況に陥った背景につい
て議会でも議論されたほどであった。1979年

にはITVがThe Mighty Microシリーズで，マ
イクロコンピューターや家庭用コンピューター
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の普及を展望した。BBC Educationは，コ
ンピューター・情報技術を教育課題ととらえ，
BBCコンピューター・リテラシー・プロジェ

クトを発足させた。その結果コンピューター
の教育利用が促進され，1980年代に入ると

The Computer Programme，Making the Most of 
the Micro，Computers in Control，Micro Liveな
どのテレビ番組が次々に登場した。1980年代
半ばに放送されたBBC学校放送TVシリーズ

Micromindstretchersは，小学校でのコンピュー
ター利用を奨励する番組で，筆者も制作に携
わった。

■ ドゥームズデイ・プロジェクト
 （www.atsf.co.uk/dottext/domesday.html）

視聴者の参加を促す初期の取り組みにドゥー
ムズデイ・プロジェクト（Domesday Project）が
ある。英国初の土地台帳とも言える「ドゥーム
ズデイ・ブック」（征服王と呼ばれたウィリアム1世
が1086年に作成）の誕生900周年を記念して，
BBC Educationが企画した【現代版国勢調査
Domesday Disc制作】＊プロジェクトで，BBCマ
イコンとアナログ・レーザーディスクプレーヤー
の技術が用いられた。プロジェクトの成果とし
て完成したディスクは，今見ても魅力的な内容
にあふれた素晴らしいものだが，ハードウェア
が高価で十分普及しなかったのは誠に残念で
あった。ディスク1枚に，2万4,000枚の写真と
その何倍もの短い記事が収録されている。こう
した情報の大半はプロジェクトに参加した約1
万校の子どもたちが提供したものであった。今
で言う「ユーザー生成コンテンツ」（UGC：User 
Generated Content）の先駆けで，当時としては
最大規模だったと思われる。情報は，手紙や
文書，35ミリカラースライドなど，伝統的な方

法で寄せられていた。現在なら，写真共有サ
イトのFlickerやオンライン百科事典のウィキペ
ディア等，ウェブを介してより大規模なUGCプ
ロジェクトが可能である。ドゥームズデイ・プロ
ジェクトは現在休止中だが，ディスクから写真
や記事を抜き出して，モバイル技術を駆使した
21世紀型プロジェクトに甦らせる方法の検討を
進めている。
＊【　】内は小平による補足。以下同様。

■ ＢＢＣネットワーキングクラブ
1989年にWWW（ワールドワイドウェブ）が登

場した直後から，BBC Educationでは，ウェブ
やインターネットが持つ教育的可能性を検討し
始めていた。1994年4月から1995年11月まで
続いたBBCネットワーキングクラブは，新たに
登場したウェブというものを理解し，視聴者に
体験してもらうことを目的としていた。1994年4

月13日にはThe Netというテレビ番組，その直
後にはBig Byteというラジオ番組も始まり，い
ずれにも初期段階のウェブサイトが設けられて
いた。
これらの番組が始まって間もなく，筆者は

This Multimedia BusinessというBBC教育番組
シリーズを制作した。英国で初めてバーチャル
リアリティセットを用いたこのテレビ番組では，
「放送を超えた」サービスとして，5種類のフ
ロッピーディスクを提供した。コンピューターに
挿入するとミニCD-ROMのように作動して，ウェ
ブサイトを見ることができる。CD-ROMを作ら
なかったのは，当時はまだCD-ROMドライブ
搭載パソコンがほとんどなく，ハイパーテキス
トやオーディオ，ビデオなどオフィスコンピュー
ターが備えている便利な機能を少しでも多くの
人に体験してもらうには，フロッピーディスクを



81JUNE 2008

用いるのが最善と考えたからである。
この一連の活動を契機に，当時のジョン・バー

ト会長の支持を得て，BBC Education Online 
が試験プロジェクトとしてスタートした。学齢期
の子どもと成人学習者の両方を対象に，教材
制作が始まったが，初期の成功例には，GCSE 
BitesizeとWebWiseがある。

■ Bitesize：試験対策オンラインサービス
（www.bbc.co.uk/schools/bitesize）

Bitesize（バイトサイズ）【「一口サイズ」「容易

に理解できる」などの意味】は，オンラインによる
試験対策サービスで，テレビ，印刷教材，CD-
ROM，DVDでも教材が提供されている。公共
サービスとして無料で提供している教材もあれ
ば有料の教材もあり，BBCは「360度対応」コ
ンセプトを実践している。
サービスの中心対象は，全英の14～16歳で

あるが，内容は地域ごとに若干異なる。また，
イングランド，ウェールズ，北アイルランドでは5
歳以上対象のバイトサイズ教材，スコットランド
では16歳以上対象の大学進学統一試験用サー
ビスもある。　
BBC Learningでは，カリキュラムの再検

討・総括・改訂を戦略の中核に据えている。
Bitesize Primaryは基礎レベルの学習を，11
歳以上を対象とするBitesize Secondaryは，
標準評価課題（SAT）や中等教育修了一般資
格試験（GCSE）準備中の子どもたちを支援す
るもので，学校や家庭だけでなく，彼らがアク
セスできる他の手段でも利用可能である。
Bitesizeサイトの14 ～16歳向けセクション

には，20以上の教科のコンテンツが掲載され
ている。対象年齢層の大半に利用されており，
2006 ～ 2007年度の試験期間中，1週間のユ

ニークユーザー数が84万5,000に達したことも
あった。
現在は，ストリーミングビデオクリップの再生

やMP3オーディオへのダウンロードも可能で，
好みのポータブル機器でも利用可能である。バ
イトサイズの今後数年間の目標として，次のよう
な内容が挙げられている。
・ 学習の個別化への対応 :子どもたちが，自分の
履修教科やコースだけの専用HPを作成したり，す
べてのバイトサイズ・コンテンツを即座に検索でき，

直ちに解答が得られるようにする

・ ウェブの浸透：RSS により，どこからでもバイト
サイズのコンテンツにアクセス可能にしたり，ポッド
キャストや音声ダウンロードの配信では民間と提携
して，バイトサイズを子どもたちのウェブ生活の一
部にする　　

・ マルチプラットフォーム：バイトサイズのあらゆ
る教材を携帯電話や他のモバイル機器にダウン
ロード可能にし，双方向性を活かした新しい活用
法を開発する等，常に最新技術の導入を試みる

■ Web Wise：成人向けのウェブ活用の促進
（www.bbc.co.uk/webwise）

我々は，Web Wiseをウェブ初心者向けのサ
イトと位置付け，長年にわたって数々の斬新な

アイデアを取り込んできた。Becoming WebWise
は10パートで構成されるオンライン講座で，こ
れをきっかけに地元の継続教育カレッジでさ
らに学び，資格を取得するケースもある。最近

新設されたComputer Tutorは，映像とフラッ
シュを組み合わせながらインストラクターがコン

ピューターの使い方を解説し，WebWise Guide 
to Broadbandでも同様の手法が用いられてい
る。放送とインターネットの中間に位置する新た
なジャンルが生まれており，80年代，90年代に
はテレビ番組で複雑なトピックを説明していた
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のに対して，今日では放送とネット双方のメリッ
トを活かして，映像で刺激を与えて参加を促し
ながら，双方向コンテンツで視聴者に実際に学
習体験してもらうことが可能になっている。

■ 外国語学習　　
（www.bbc.co.uk/languages）

BBCでは，BBC Education Online開設当
初から，成人向けの外国語学習教材の開発に
取り組んでおり，初期のウェブサイトにも（技術
的には基礎レベルながら）音声・映像が備わって
いた。サービスの形を大きく変えたのはブロー

ドバンドで，その代表例がMa Franceである。
このサイトには，初めてブロードバンド用に制
作された映像教材が登場したが，当初から著
作権・契約上の問題を全てクリアしていたため，
オンラインだけでなく，放送やモバイル機器で
も映像の利用が可能になっている。

Ma Franceは，24の双方向ビデオで構成さ
れる短期学習コースで，フランス語／英語字幕
の表示／非表示が可能である。映像と双方向
コンテンツを融合させて，参加しながら楽しく
外国語を学ぶことを目的としている。字幕の助
けを得ながらインタビューを聞いたり，サイト上
にあるテストで自分の理解力を確認したり，イ
ンタビューで出題された課題に対して複数のビ
デオストリームから答えを選択するなど，様 な々
双方向機能が盛り込まれている。語彙や文法
のポイントをまとめたページや関連ウェブ教材
へのリンク集もあり，双方向ゲームを通してフラ
ンス文化に触れることもできる。
さらに本格的に学習したい人は，BBCのメン

バー登録をすれば，教材の進み具合で学習の
進捗状況を把握できるようになっている。
BBCはポッドキャスティングの実験も行っ

ているが，外国語部門は，2007年前半，Ma 
Franceの映像を短く再編集してプレゼンター
を加え，12本のビデオ・ポッドキャスト（6分）
にまとめ，MP3プレーヤーやPCへの配信実
験に参加した。3ヶ月の配信期間中のダウン
ロード数は50万を超え，外国語学習者たち
が，この種の学習方法を求めていることが証
明された。
　　　　　　　　　　　　　　

■ IPTV実験： ハル・プロジェクト
BBCは，2001年からごく最近まで，イングラ

ンド北東沿岸の小都市ハルでIPTV実験に参
加していた。BBC Learningは，双方向テレビ
のVOD実験へのコンテンツ提供以外に，2つ
の実験にも参加して，大きな手ごたえを得た。
英国で「公民」が必修教科になったことを受

け，BBC制作の素材をそのまま使うのでなく，
視聴者，教師，子ども，コミュニティグループ
と一緒に，ホームレス，借金，ボディ・イメージ，
争いなど，公民に関連するテーマで短いビデオ
を制作することにした。
ハルには，AV装置，ビデオカメラ，マイク，

編集機材，小さなテレビスタジオまでかなりの
設備が整っている学校もあった。そうでない学
校やグループも，学校敷地内の別棟にある市
民学習センターで各種設備の利用が可能であっ
た。CITZN-Hと名づけられたこのプロジェクト
のマネージャーに起用されたのは，地元ラジオ
局のディスクジョッキーで，視聴者に絶大な支
持を得ている人物であった。プロジェクトは約
1年間続き，22校，24団体，そして650人もの
若者が参加して，80本以上のビデオが制作さ
れ，双方向TVシステムでこれらのビデオの視
聴を可能にした。
このプロジェクトは，デジタル映像に関する
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教師の専門能力の開発や，児童のやる気向上
促進の役割も果たし，教師がこれらの教材を
独自の目的に活用するという傾向も見られた。
また，こうしたプロジェクトへの参加は，組織
力や，人と協力して作品を作り上げるために必
要なコミュニケーションスキル，ストーリーを理
解・構成・表現する能力，知的所有権や著作
権の基本的な理解の醸成にも役立つことがわ
かった。
ハル大学の「デジタル映像資産を用いた教育・

学習」研究（2003－2004年）も，このプロジェク
トが，学習内容の理解だけでなく，書く力や話
す力などの基本的なスキル向上，学習リソース
評価力や自己評価能力など，様 な々面で子ども
の能力を向上させる助けとなっていることを報
告している。また，子どもの映像制作について
は，「プロと違い作品が荒削りで，どうすれば
もっと良くなるか，子どもに考えさせることがで
きる」点に注目し，価値あることとして評価して
いる。
BBC Learningがハルで参加したもうひとつ

の実験は，16歳対象の全国統一試験GCSEに
合わせて，テレビで試験直前アドバイスを提供
するというプロジェクトであった。基本的には
VODの実験であったが，生放送の対応も可能
で，試験直前の2週間，地元の学校の協力を
得て教師たちをスタジオに集め，電話，電子メー
ルやSTBのメッセージシステムで寄せられた子
どもたちからの質問に対応してもらった。その
後，STB，地元ラジオ，ウェブストリーミング，
市民センターに設置された大画面スクリーンな
どを通した番組の提供が可能になり，ごく簡単
なアイデアで始まったプロジェクトが，最終年に
はマルチプラットフォームにまで展開した。

■ 利用者が創り出す学習コンテンツ
CITZN-Hのようなプロジェクトを実施する中で，

User Generated Content for Learning（利用

者が創り出す学習コンテンツ）というアイデアが生
まれてきた。教育の世界では，古代ローマの哲学
者セネカの時代から「教えることは学ぶこと」とい
う考えが広く認識されている。問題は，「教えるこ
とで学習する」という強力な学習手段を多くの人々
が実践できる一般的な方法の開発で，学習方法
の中に「教える」という要素をうまく取り入れる工
夫が必要である。もちろん，すべての人が有資格
教師になるということではなく，日常的な場面で
相手に物事を上手に「説明する能力」を養うとい
う意味である。既に一般的になっていたUGCの
アイデアを活かして，「利用者（=学習者）生成型
の学習」を実現できるのではないかと考えた。こ
の方法が効果的に活用されている例が，新聞や
雑誌の質問欄である。読者が寄せた質問に，新
聞社や雑誌社が雇った専門家でなく，一般読者
が答えるというものである。その分野や事情に詳
しい読者が投稿するため，かなり高度で洞察の
深い回答が寄せられることが多い。ただし，誰も
が文章による説明を得意とするわけではなく，そ
こで大いに役立つのが先端メディアで，音声，写
真，特に映像が重要な役割を果たし得る。例え
ば，視聴者が簡単な説明ビデオの制作に慣れて
くれば，その時点で学習者だけでなく，教える側
にもなることができる。当然，人々が何かを学べ
る内容・レベルのビデオである必要はあるが。
編集・技術面での一定のスキルが求められ，

説明が明確であることに加えて，テーマやストー
リーが熟考されていることが不可欠で，このプ
ロセスで養われるのが先に述べた「説明能力」
である。ドキュメンタリーの制作にはこのプロセ
スが伴うので，番組制作に十分関与していると，
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最終的にその分野にかなり詳しくなっていること
がよくある。筆者自身は，テレビプロデューサー
としてそのような経験があるが，誰もがテレビ番
組の制作に携わるわけではないので，より一般
的な形で説明能力の育成を広める必要がある。
我々の利用者生成型学習の研究は，こうした

アイデアを探求しようというものである。

■ Creative Archive:オープンアーカイブ実験
（http://creativearchive.bbc.co.uk）

Creative Archiveは，上述のアイデアを背景
に登場したもので，【非商業目的に限り，BBC
のアーカイブ素材をダウンロードして編集できる
よう開放するという実験プロジェクト】である。
視聴者は単にBBCのアウトプットを視聴するだ
けでなく，コンテンツをダウンロードして再編集
した後，再びBBCに投稿して，他の視聴者と
共有することもできるようになっている。
Creative Archiveもクリエイティブ・コモンズ

に似たライセンス契約を採用しているが，ライセ
ンスは1種類で，ダウンロードできる素材の出所
や使用条件があらかじめ決められている。英国
では既に，【チャンネル4，英国映画協会（BFI）,
放送大学など】様 な々団体が同様のクリエイティ
ブ・アーカイブを準備しているが，BBCも含めて
すべてに同一ライセンスを適用している。BBC 
Learningでは，教師たちの間で，ダウンロード
可能なこのような教材への強い要望があることを
認識しており，BBC Open Schools Archiveと
いう，授業向けの映像・音声教材提供用のクリ
エイティブ・アーカイブを設けている。
Creative Archiveは，BBCが設定した18ヶ

月の実験期間を終了し，現在，公共的価値の
審査（PVT）の結果を待っている段階である。
【2008年後半には結果発表の予定】。

我々が最も重視しているのは視聴者の創造
性である。これは放送事業者の従来の役割で
はないが，BBCの新しい学習サービス戦略の
一環として取り組んでいる。マルチチャンネル・
マルチメディア化が進むにつれ，年 ，々若い視
聴者の獲得が難しくなっているが，数年後には
彼らにもBBCの財源である受信許可料を払って
もらわなければならない。GCSEバイトサイズ
は，10代半ばの視聴者層をうまく取り込んでい
るようだが，それ以外の分野で若者の心をつか
むことは，一段と難しくなっている。この重要
な視聴者層とのつながりを築く手段として，イン
フォーマルな学習（正規の学校教育ではない学習）
というアプローチがあり，ここに着目して登場し
た画期的なプロジェクトがBBC Blastである。

■ BBCブラスト: ティーン向けプロジェクト
（www.bbc.co.uk/blast）

【Blastには「爆発」「大満足」などの意味がある】

BBCブラスト（BBC Blast）は，13 ～ 19歳
を対象に，音楽，文学，ダンス，映像，芸術，
アニメーションなど様々な分野の表現力・創造
性を高めることを目的としている。インフォーマ
ルな学習への参加を促すには，若者の表現意
欲を刺激することが効果的と考えたのである。
2003年開始当初は小規模な実験的なプロジェ
クトであったが，2006年には活動形態を多様
化し，現在はオンライン，BBC2，モバイル機器，
国内ツアーイベントなど，幅広く展開している。
ウェブサイト上に設けられたメッセージフォー

ラムでは，同じ創作目標を持つ仲間を見つけて
アイデア交換を行うことができる。自分の作品
をギャラリーに投稿したり，他の若者が制作し
たビデオ，写真，MP3作品を閲覧して評価す
ることも可能である。ビートボクシング，映画制



85JUNE 2008

作，ブレイクダンスからエコファッションまで
様 な々分野の専門家によるビデオ指導コーナー
もある。これらのコンテンツは，視聴者の制作
かBBCの制作かを問わず，携帯電話（WAPブ
ラウザ）または，www.bbc.co.uk/mobile/blast
でアクセス可能である。
若者たちが制作したコンテンツは，オンライン，

テレビ，ツアーイベントのどこでも発表できるよう，
場が設けられている。VJ Masherは，映像や画像
を音楽に合わせて編集できるオンラインツールだ
が，これはこのサイトの利用者たちが関わりあっ
て創りあげた成果である。このように，ブラストは，
利用者が創り出すコンテンツ（UGC）をさらに高
度なレベルに導くことで，利用者の興味を惹きつ
け，さらなる参加を促すことに成功している。
BBCは，視聴者，特に13～19歳層のメディ

ア利用動向に的確に対応する必要がある。ブラ
ストは，従来型の放送モデルを採用しながら，
同時に視聴者に自らコンテンツの制作に参加し，
共有・評価することを奨励している。コンピュー
ター，モバイル機器，市民センターなど様々な
手段と場所，簡単な編集の手助けとなるコンテ
ンツ（専門家の指導コーナー，ヒントのコーナー）を
提供して，人々の豊かなアイデアによってプロ
ジェクトがさらに発展することを目指している。
ブラストは，公開イベントでも多くの動員数を

記録している。2006年6月スタートのブラスト・
ツアーは，15週間で15ヶ所を巡回し，直接活
動に参加した若者は4万5,000人に上った。「ブ
ラスト・トラック」と呼ばれるユニークなトラッ
クには，移動式のe-ラーニングスタジオ，デジ
タルワークスペース，テレビ／オーディオスタジ
オ，コントロールルームが整備されており，その
他に実演・展示スペースも設けられている（トラッ
クは最大35人，展示スペースは120人収容可能）。

ツアーでは，DJ，ストリートダンス，携帯電
話での動画撮影，ライティング【エッセイや詩，
俳句，ラジオ台本作成など】，スラム・ポエトリー
【詩の競技会】など様 な々テーマで，ワークショッ
プや体験コーナー，上級クラスを開催し，地元
の人材に協力を得るようにしている。
イベントのプロデューサーと進行役は，ワーク

ショップが十分な学習効果をもたらすよう努め，
学習という本来の目的から逸脱していないことを
確かめるため，定期的な検証を行っている。
ブラスト・トラックの全国ツアーは大盛況を収
めているが，その背景には，アーツ・カウンシル，
英国映画協会（BFI），ロイヤル・アルバート・ホー
ル，スコティッシュ・ナショナル・バレエなど400
を超える全国・地域の様 な々組織との連携関係
が存在している。

■ ラーニングゾーン・ブロードバンド・ライブラリー
（www.bbc.co.uk/learningzone/clips）

BBCは【通常の放送時間帯に加えて，1995
年からは】BBC2の午前2～6時のLearning 
Zoneと呼ばれる時間帯にも，フォーマルな学
習（正規の学校教育向け）の教育番組を多数放送
してきた。これらの番組は，教育関連著作物を
管理するEducational Recording Agencyとの
ライセンス契約のもと，録画したうえで学校等の
教育機関内で利用することが許可されている。
現在，BBCではこれらの番組の一部を，教室
利用向けの検索し易い教材として，ブロードバ
ンド配信するプロジェクトを進めている。
1～ 4分にクリップ化された各教材は，まず

カリキュラム別に大分類され，教科，トピック，
子どもの対象年齢等のキーワードや，カリキュ
ラム参照番号による詳細な検索も可能である。
プロジェクト全体が，様々な機能を備えたデー
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タベースに保管されている。管理面から見ても,
今後クリップに関するあらゆる情報（出典，著作
権の詳細，再生時間など）を蓄積できる利点があ
る。また，各分野の専門教師が作成した，ク
リップに関する解説，授業での利用法，キー
ワードが含まれたメタデータも提供されている。
1つのクリップに複数のメタデータを割り当て

ることが可能なため，例えば地理・地質の学習
用に制作された火山に関するクリップを，英語
の教師が作文の授業に利用して，ダイナミックで
色鮮やかな火山の映像で，生徒の創造力を刺
激することができる。何を教えるかによって，ク
リップの解説内容や利用方法は異なる。そこで，
新しい使い方をした教師がメタデータ・セットを
作成して（利用者作成メタデータ），該当するクリッ
プに情報として追加していくことが可能で，いく
つものメタデータを持つクリップはその価値が高
まり，教材としての用途も拡大することになる。

■ 21世紀の教室　
（www.bbc.co.uk/21cc）

BBC内には，学校から訪ねてくる子どもたち
と教師が，最先端技術に触れ，創造性を高め
ることを目的とした「21世紀の教室（21CC）」と
呼ばれるスペースを設けている。対象者はブラ
ストよりもやや下の年齢層で，正規の学校教育
の学習としての要素が強い。このプログラムで
は，教師の教える自信を強化し，子どもに幅広
い学習の機会を提供することを目指して，テー
マ重視の体験型ワークショップを実施している。
年間約7,500人の教師と児童がロンドンはじ

め各地から21CCを訪れ，「想像・探求・創造・
学習」をモットーに企画された豊かな創作体験
を楽しんでいる。具体的には，ストップモーショ
ンアニメ，フラッシュアニメ，1分ビデオ制作，

ポッドキャスティング，デジタル音楽の作曲，写
真加工ソフトの使用法，クロマキー，さらには
拡張現実（Augmented Reality：AR）などに
ついて学ぶこともできる。ARは，マウスやキー
ボードではなく自分の手を使って，現実感覚で
バーチャルの物体と交流できる技術である。
BBC Learningでは，ARのような技術が，

太陽系や季節の変化などの教えにくいテーマの
学習にどの程度役立つかも調査中だが，これ
までのところ明らかなのは，このようなテクノロ
ジーを用いると，学習の場で会話が弾み，話
題が広がるということである。 

■ モバイル・プロジェクト：位置情報の活用
BBCでは，既に確立されたサービスだけで

なく，新しいテクノロジーの教育・学習面での
価値を見出すことを目的とした様々な実験プロ
ジェクトも実施している。その1つがモバイル利
用学習で，タイムリーなコンテンツとUGCの機
会を堤供できる点で，現在特に注目を集めてい
る分野である。優れたコンテンツとコンテキスト
が出会うと強力な相乗効果が生まれることを念
頭において，BBCがどのようなモバイル利用学
習を実現できるかを探る試みを進めてきた。携
帯電話やモバイル機器の機能は年々進歩してお
り，カメラ内蔵は既に標準となり，最近はGPS
や無線LAN機能を備えるものが増えている。
我々のプロジェクトでも，位置情報の提供は必
要だが，機器メーカーではないので，利用者と
しての経験，編集面での課題に焦点を当ててき
た。【以下3つのプロジェクトを紹介する】。

≪ミレニアム・ブリッジ・プロジェクト≫
21世紀を迎える頃にスタートしたこのBBCの

部内プロジェクトは，テレビやコンピューターが
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ない屋外でどのようなBBCの教育・学習サービ
スの提供が可能かを調べるのが目的で，BBC
オープンエアー・プロジェクトと呼ばれていた。
テムズ川にかかるミレニアムブリッジを中心に

ロンドンの一部地域をマッピングし，橋から数分
の範囲内に関連するコンテンツをBBCがどの程
度所有しているかを調べたところ，直ちに活用で
きるBBCのウェブサイトが多数あることが判明し
た。携帯電話の小さな画面はパソコン用サイト
の閲覧には不向きなため，このプロジェクトでは
一定の画面サイズが確保できるPDAに携帯電
話のメモリーカードをセットして使用した。作業
の大半は，既存のウェブサイトを“屋外かつ小さ
な画面での閲覧”という新たな環境に対応させ
るためのコンテンツの再構成に費やされた。テキ
スト，画像，音声，ショートビデオで様 な々実験
を試みた結果，位置情報に基づくライブサービ
スの実現に向けて，「BBCで新たに制作するウェ
ブコンテンツの全てに位置に関するメタデータを
タグ付けする」「サイト新設時に，携帯用短縮版
も同時に準備する」「BBCウェブページの構成を
（結論を先に示す）逆ピラミッド型にする」ことなど
を，至急取り組むべき課題として確認した。

≪英国戦場の歴史とモバイル学習≫
BBCの教育部門では，長年，放送番組に関

連するライブイベントを企画して，人々の学習経
験を拡大してきた。最近はこうした場面でも，
デジタル双方向機能の効果的な利用を検討し
ている。この構想の実現に最適と考えたのは，
英国各地で繰り広げられた有名な戦いを紹介

したBBCのテレビドキュメンタリー，Battlefield 
Britainであった。実験の場所として選んだカ
ローデンの戦い（1746年）の舞台は，スコットラ
ンドにある壮大かつロマンあふれる神聖な場所

で，番組では，高解像度CGで戦いの場面を
再現するなど，戦いの前後の出来事を詳細に
解説していた。この地を管理するナショナルト
ラスト・スコットランドもプロジェクトを承認し，
我々同様ここを訪れる人々にモバイル技術でど
のようなサービスを提供できるのか，強い関心
を寄せていた。
位置の特定には，GPSでなく，無線LANを

採用した。当時まだ十分実証されていない技
術だったことと，位置情報だけでなくコンテン
ツの送信も可能なこと，室内・屋外の両方で使
用できることが，その理由であった。短い実験
期間中には，位置情報よりもコンテンツ提供の
方が順調だったが，最終的に位置情報のソフト
も満足できるレベルまで機能するようになった。
しかし我々が学んだ最も重要なことは，映像
と位置のマッピング効果で，この2つの要素が
組み合わさることで特別な感情が湧き起ることを
実感した点であった。モバイル機器が歴史の窓
となり，歴史上の出来事が起こったまさにその場
所で，当時の場面が再現される。もちろん映像
だけでも体験した気分にはなれるが，実際にそ
の場所を訪れて，その場所で映像を見ると，さ
らに格別な感慨を味わうことができるのである。

≪コースト・モバイル・プロジェクト≫
島国の英国では，海岸線は歴史，地理，政

治，貿易に大きな役割を果たしてきたこともあっ
て，BBCは，視聴者にこうした情報を提供し，
海岸散策を奨励する番組を放送してきた。
このプロジェクトでは，カメラ付き携帯電話

を使ってバーコードをURLに変換するセマコー
ドと呼ばれるシステムで，コンテンツを提供す
る方法を確立した。プロジェクトに参加してい
る都市や町の各地点にセマコードを記した標識
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を設置し，ソフトをインストールしてあるカメラ
付き携帯電話がコードを読み取ると，それが
URLに変換され，ウェブサイトからその場所に
関する情報を入手できるというものである（ソフ
トがインストールされていない場合は，電話番号を

提供）。情報には画像，地図，音声ガイドツアー
などが含まれている。

【訳者補注：プロジェクトのベースになっているのはCoast 
というTVシリーズ（BBC2）。番組で紹介されている海
岸散策ルートに設置された“BBC Coast”の標識のあ
る場所で，指示に従ってカメラ付き携帯を操作すると，
その場所に関して番組が保有するコンテンツを見たり，
その他の情報を入手できる仕組みになっている。】

最近はこの種のサービスの商用化が進んでい
るが，公共サービス機関にはどのような役割が
残されているだろうか。BBCには各地に固有の
膨大な資料があるが，こうした財産をどのよう
に有効に活用できるであろうか。

■ Participateプロジェクト
（www.participateschools.co.uk）

Participateは，営利・非営利多数の機関（BBC
技術研究所，マイクロソフトリサーチ，BT，大学など）

が参加している大規模な研究プロジェクトであ
る。人 に々環境問題への関与を促す方法として，
いかに新しいテクノロジーを活用できるか探求し
ようというもので，現在多くの学校が，テクノロ
ジーを用いた様 な々科学活動に参加している。
子どもたちがポータブル機器や各地に設置さ

れた測定器から収集した，一酸化炭素・二酸
化炭素レベル，電磁波スモッグ，ノイズ・発光
レベルなどのデータは，オンライン共有環境で
音声，静止画像，動画によって価値が付加され，
データが補強されていく仕組みになっている。
今後は科学・環境データのアップロードと学校

間でのデータ共有を可能にするツールの開発が
進む予定である。
このプロジェクトは長期的な取り組みで，本

格的な科学活動に参加することで，子どもたち
にどのような変化が見られるのかについても分
析が行われる予定である。

■ 結論：小型化・オンデマンド・タイムリー
放送の世界は「フリーサイズ」で，番組の視

聴者は皆全く同じ内容を視聴している。また，
放送は極めて非対称的で，放送局は番組を提
供する側，視聴者は見聴きする側と役割が決
まっている。しかし教育放送に携わる者は，初
期の頃から，こうした点が教育・学習には必ず
しもうまく適合していないことに気付いていた。
そこで我々は，可能な限り「小型（コンパクト）
化」「オンデマンド」「タイムリー」の要素を取り
込むよう努めてきた。このことは，たとえ双方
向でも放送という形態では困難で，WWWで
は可能だが，ブロードバンドではさらに多くを
実現できる。モバイル技術，特にモバイルブロー
ドバンドは，欧州より日本の方が進歩している
が，英国でも既に「タイムリー」の要素を実現す
るモバイル利用学習の環境は整っている。
BBC Learningでは，BBCが提供すべきモ

バイル学習やUser Generated Learning（利用
者が創り出す学習）とは何かをさらに追求する
ための研究開発チームを結成している。BBCと
視聴者との関係は，これまでの放送の歴史の
中で最も急速に変化している。かつては放送事
業者の領域だったクリエイティブなテクノロジー
を視聴者自身が利用できるようになったことが
その一因であり，我々は今後，視聴者の創造
性を育て，それを活用しながら，より豊かな学
習経験の提供に努めなければならない。　　
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世界中の子どもたちが，コンピューターと情熱

的で終わることのない恋愛関係にある。彼らは，

コンピューターで様々なことをしている。最も時間

を割いているのはゲームだが……文章を書き，画

を描き，コミュニケーションをとり，情報の入手も

している。社会的な絆を築く手段として使う者も

いれば，社会から孤立するために使う者もいる。

シーモア・パパート

これがパパートの言葉であることは，なんら
驚くことではない。パパートは，コンピューター
時代とコンピューターの学習利用という分野で，
電子時代の幕開けにおけるトーマス・エジソン
に等しい存在だ。驚くのは，これが彼の著書

The Children's Machine: Rethinking School in 
the Age of the Computerの序文として，1993
年に書かれていたことである。
1993年といえば，インターネットとWWWの

「スーパーハイウェイ」はまだ誕生したばかりで，
GoogleもYahoo! もeBayもない。Amazon.com
の登場も1994年である。ほとんどのパソコンモ
ニターでは，不気味な緑色のフォントが光ってい
て，画像は見あたらなかった。今では人 ，々とく
に若い世代の生活に欠かせないものとなってい
るYouTube，FaceBook，Second Lifeやその他
多くのSNSももちろんない。
その時点で，パパートは，「世界中の」子ども

たちがこのマシンと熱烈な関係にあるとみなして
いた。とするなら，今，我々には，人々がコン
ピューターやテクノロジーに対して示す情熱の強

さと依存の高さを言い表す言葉は見当たらない。
本稿は，教室におけるデジタルテクノロジー
利用の可能性を示すひとつの形態（方法）に
注目したものである。ニューヨークの公共テレ
ビ局Thirteen /WNETは，映像をベースとす
る組織として，特に教育・学習の分野で映像
が果たし得る役割に関心を持っている。すべ
ての問題の解決にはならないかもしれないが，
Thirteen/WNET （以下Thirteen）は，映像を
ユニークな形で学習に取り入れ，学習者と学習
対象の両方に違いをもたらすことが可能な分野
があると考えている。その具体例として，数学と
英語の学習内容に即したビデオクリップと指導
アクティビティ【具体的な学習活動の様々な内容事
例】＊を統合したもので，教師と児童生徒に利用
され始めているVITAL（Video in Teaching and 
Learning）という教材を挙げることができる＊。
＊ 教材はhttp://vital.thirteen.org/にある。閲覧には
簡単な登録が必要だが，本稿の読者は「Independent 
non-profit（Thirteen/WNET）の関係者」として，ア
クセスできる。また，Thirteenが制作して，無料で公
開している別の映像教材にも，http://www. thirteen.
org/edonline/からアクセス可能（登録不要）。
＊【　】内は小平による補足。以下同様。

1. VITAL プロジェクトの背景
■ 映画
まずは，教育・学習における映像の利用を

振り返ってみよう。映画とビデオは―短い期
間だがテレビも―20世紀半ば以降，アメリ

第 2論文

デジタルテクノロジーの教室への導入：VITALプロジェクト
Thirteen/WNET 教育担当副社長　ロナルド・ソープ
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カの教室の一部になっている。アメリカで1950
年代から60年代にかけて学校に通っていた世
代は，真っ暗な教室で16ミリ映写機が登場し
た授業を覚えているはずだ。
映画は，当時も驚くべきものであったし，今

でもそうだが，教師と子どもに，生物や自然
の映像を，あたかも目の前で本当に起こって
いるかのように，あるいは映画のために作ら
れたかのように見せることができる。同時に，
操作しにくい物でもあった。しかも当時の人々
は，映画というメディアの持つ認知面・教育
面のメリットにほとんど気づいておらず，映像
そのものが魔法のように学習効果を高めるも
のと信じていた。教師の立派な努力にもかか
わらず，映画の利用は，教室の環境に溶け込
むというより，むしろ授業の内容と切り離され
ているように見えた。

■ テレビ
1950年代末，テレビは大きな期待とともに

アメリカの教育現場に登場した。費用をかけず
に，多くの子どもたちに新しい学習を提供する
方法の誕生であった。私は，1961年，他のク
ラスの3年生と一緒に体育館に集められ，小さ
なテレビモニターで「新しい算数」という番組を
見たことを，鮮明に覚えている。しかし，放送
スケジュールの不便さに加えて，テレビを教育
や学習に役立てることに対する理解が未成熟で
あったため，テレビはたちまち，毎日の授業か
ら追い出されてしまった。テレビは，最新の出
来事を知るという目的で，命をながらえることと
なり，私の通った学校では，全校生徒が床に
座って，アメリカ初期の宇宙開発の重要な瞬間
を観るといったことが，よく行われていた。
1960年代半ばには，テレビはマイナス面の

影響が注目され，FCC（連邦通信委員会）の
ニュートン・ミノーの有名な「一望の荒野」発言
に至り，教室でテレビを教材として使いたいと
考えていた教育者たちの期待を急速に冷ます
結果となった。

■ 公共テレビ
ミノーの警告は，結果的に1967年の公共放

送サービスの開始を導くこととなった。公共放
送のパイオニアたちは，学校向けでなく，まず
は成人と幼児を対象にするという賢明な決断を
行った。
1969年11月10日，「セサミストリート」が，力

強いスタートを切った。幼児に，数や文字，社
会生活のルールを教える上でテレビがプラスの
役割を果たし得ることを，初回の放送で既に示
しており，40年近く経った現在も，子ども番組
の金字塔であり続けている。
テレビが人類の最も高度な規範を語れるだけ

の力を持っていることを広く人々に確信させる
という点で，公共テレビの成人向け番組の成功

を見逃してはならない。Masterpiece Theater（古
典中心の文学作品の放送），Great Performances  
（様々な芸術公演の放送），そして1974年には，
科学の謎を解明して一般視聴者にわかり易く伝

えるNovaも始まり，放送1年目にして栄誉ある
ピーボディ賞を受賞した。いずれも今日まで30
年以上放送され続けている。ウォーターゲート
報道で全米に知られることになった，マクニー
ルとレーラーによる，公共放送夜のニュース番
組も，1975年以来タイトルを変えながら途切れ
ることなく放送されてきた。
1970年代半ばのアメリカの公共放送には，

教育ツールとしてのテレビ利用という観点で
見過ごされがちな「ハウツー」番組も登場して
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いた。This Old House【家庭大工】，Crockett's  
Victory Garden【家庭菜園】，The French Chef【料
理】は，その代表例である。
テレビ界は公共放送に主導される形で，大

きな節目を迎えていた。テレビを通して記憶に
残る学習体験を重ねた大人が増えたことで，
教育者や学校に働きかけたわけでもないのに，
テレビというメディアが教育の役に立ち得ると
いう信頼が広まる結果となった。自立した大人
として，人生の少なくとも一部をうまく切り抜け
るためにどうすべきかを，こうしたテレビ番組
の助けを借りて学んだのは，私だけではない
はずだ。

■ オン・デマンド
1980年代には，VHSテープの利用が可能

になり，教室でフィルムの取り扱いに面倒な思
いをすることは減り，放送スケジュールという
克服しがたかった障害を乗り越えることも可
能になった。VTRにカセットを入れて番組を
見せることに不安を感じる教師はほとんどい
なかった。しかし暗い教室で番組全編を見せ
る状況は変わらず，教育現場に熟知している
人でさえ，教師は学習効果を高めるためとい
うより，授業の代わりにビデオテープを使って
いるとみなし，テレビは再び評判を落とすこと
になった。
アナログからデジタルへの移行に伴い，学習

プロセスに新しいチャンスがもたらされた。新
しいテクノロジーの利用によって，教師は，ス
トーリー全体というより，映像の様々な部分を
利用して，ポイントに合わせた説明がし易くなっ
た。パソコンや様々なポータブル機器で，必要
な時にいつでも，ビデオクリップを見ることも可
能になった。このように，教材を取り入れる上

での技術的な障害はほとんどなくなったが，映
像がどのような時に独自の価値を学習にもたら
し，教師や子どもたちがどのようにその恩恵を
得ることが可能かについての理解は，まだ十分
とはいえない状況であった。
テクノロジーが映画からテレビへ，さらには

持ち運び可能，オン・デマンドへと進化し，デ
ジタル革命によって，教育・学習の向上を目的
とした映像利用における最後の扉となり得るも
のが開かれたのである。
以下，本稿では，Thirteen/WNETを例に，

受賞歴のある放送番組から選び抜いた豊富な
ビデオコンテンツを，いかにして，具体的な教
育ニーズに合わせて，教師や生徒の手に届けて
いるかを見ていきたい。

2. VITALプロジェクトの内容
2005年，Thirteen/WNETは，Ready to 

Teachプログラムのもと，アメリカ教育省から
補助金を受け，VITAL（Video in Teaching and 
Learning）というプロジェクトを発足させた。
そしてパートナーたちと共同して，映像をいかに
教授法に組み込むことが可能かについて新しい
知見を得る目的で，3年間の研究をスタートさ
せた。研究が直接対象とする教育・学習の内
容は，ニューヨーク州の学習基準に則したもの
で，その結果は3～ 8年生の数学と英語の州
統一試験で測定されるものだが，このモデル
が他の状況下でも応用可能なことは想像にか
たくない。【訳注：近年，アメリカでは初等教育でも
mathematicsと表現されるので，本稿では「数学」

の表記で統一する。】

アメリカでは，教育は連邦政府ではなく，
最終的に州が責任を持ち，高校卒業資格につ
いては，各州が独自の基準と要件を設けてい
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る。連邦政府は主に，2001年No Child Left 
Behind Act（NCLB法：学習から取り残される子
どもを作らないことを目指す法律）のもとで，重
要な役割を果たしている。この法律は，教師
に対して主要教科（まず数学と英語，最終的に
は科学と社会科も含む）における子どもひとりひ
とりの学習ニーズをより的確に把握し，適切
なツールを用いて，すべての子どもが高いレ
ベルに到達できるようにすることを求めてい
る。そのレベルは，50州それぞれが設定し
た学習基準に基づくもので，VITALの目標
は，ニューヨーク州の子どもたちの数学と英
語の成績向上に寄与できる映像教材を制作，
提供することである。この教材は，Thirteen 
の《Ed Online》とニューヨーク州の《Virtual 
Learning System》のウェブサイトを入り口に
アクセス可能である。最終的にはネットワーク
で配信される分析ツールによって，ニューヨー
ク州の基準に照らした生徒の成績の詳細情報
が，教師に提供される。VITALの教材は，
利用方法に関する専門知識の習得機会も合わ
せて，当面はニューヨーク州の数学と英語の
教師向けに提供され，いずれは社会や科学
も，教材に含まれる予定である。
VITALプロジェクトは，Thirteen/WNET，

Education Development Center's Center for 
Children and Technology（教育開発センター
子どもと技術センター：CCT），Grow Network/
McGraw-Hill Company（グロウ・ネットワーク： “グ
ロウ”），Hezel Associatesの4つの主要機関の
密接な連携のもとで，開発，提供，評価が進
められている。
【訳注：CCTは，アメリカに本拠を置く，教育に関

する国際研究機関（EDC）内の，テクノロジーの教

育利用を専門とする研究部門である。】

■ グロウ・ネットワークのオンライン分析ツール
VITALの原動力は，グロウ・ネットワークが

開発した製品である。グロウは，評価に基づく
指導法の改善を目指す教育者やデザイナーたち
が設立した会社で，現在は大手出版社マグロー
ヒル社の所有である。グロウは，「テストのため
の授業」を奨励するようなデータ報告の悪影響
を排除して，教師が学習基準の到達を目指すこ
とが可能になるよう支援することを目指している。
グロウは，テストデータの裏づけがあり，学

習基準にしっかり基づいた教育（指導）を促進す
る報告システムを作るには，2つの要件が必要
であると考えている。1）報告（リポート）のカテ
ゴリーとそこから導き出される指導教材が，テ
ストの基となっている学習基準の十分な説明に
なっていること，2）報告データと推奨内容が完
全に調和していて，データの賢明な利用を促し
ていること。この分析ツール―もともとグロ
ウ・リポートと呼ばれていたが，ニューヨーク
州での利用にあたって「nySTART（ニューヨー
ク州試験・説明責任報告ツール）」に改称―
は，数学と英語（3～ 8年生）のニューヨーク
州統一試験での子どもの成績に基づいて，ク
ラス全体での優先事項について，簡潔かつバラ
ンスのとれた見解を教師に提供するものだ。ま
た，学習ニーズに応じて児童・生徒をグループ
に分け，教師が各人の得意分野と苦手分野に
着目できるようにもなっている。教師は入手し
た情報を基に，自分のクラスで，学習基準に即
した学習を進めることができる。
グロウは，CCTの協力を得て，ニューヨーク

市の学校で，この分析ツールを用いた幅広い実
験を行った。その成功が，ニューヨーク州教育
省との契約につながり，州全体にネットワーク
配信できる同様の製品（分析ツール）の開発を依
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頼された。このツールは2006年秋にニューヨー
ク州全体に導入された。

■ Thirteen：教育・学習における映像の活用
公共放送Thirteenは，PBS設立前の1960年
代初頭から，質の高いテレビ番組を制作してき
た。そして，1989年からは，Thirteen教育局が
実施する全米教師養成研修（National Teacher 
Training Institute：NTTI）で，教師が映像を
教育・学習に効果的に利用できるようにするため
の専門能力開発プログラムも提供してきた。
またThirteenは，ニューヨーク州のすべ

ての教師や児童生徒が無料で利用できる教
育ビデオ・オンデマンド・サービス《EdVideo 
Online：EVO》導入の推進力にもなってきた。
もともとUnited Learning社が開発し，後に
Discoveryに買収されたこのサービスは，期待
を超える成功を収めており，最初の4年間（2002
年9月～ 2006年8月）に700万ものビデオクリップ
が視聴された。このサービスには検索し易い
データベースがあり，4,000強の番組と4万強の
ビデオクリップがあり，さらに毎年，新しい教
材が追加されている＊。

＊ Discoveryは，登録者用にパスワードで保護され
たビデオクリップのライブラリーと関連教材の使用
許可を，全米の学校に，そして他国の学校にも販
売している。また，多くの公共放送局が，この使
用許可を州単位で購入している。

ニューヨーク州のあらゆるタイプの学校で授
業に採用する教師が急増し，多数の証言が寄
せられていることから，教師が教育・学習にお
ける映像利用に大きな可能性を見出しているこ
とは明らかである。
EVOは，正しい方向への第一歩であることは

間違いないものの，多くの教材に共通する弱点

もある。EVOはライブラリー方式を基本としてお
り，目的とする資料を膨大な山の中から探し出さ
なければならない。またEVOは，子どもひとり
ひとりのニーズに合うコンテンツを用意するという
よりは，一般的なコンテンツをクラス全員に届ける
「フリーサイズ」方式を基本としている。
もし教師が，必要なものを探すためにビデオク
リップの膨大なライブラリーに目を通すことを嫌だ
と思ったら？ もしビデオクリップがあらかじめ選
び出されていて，州の学習基準の具体的な内容
に対する子どもの成績を向上させる効果があるか
どうか検証されていたら？ オンライン上で教師向
けに，ビデオクリップと関連する指導ガイドが提
供され，州の学習基準の内容に対して各児童が
どのように成績を伸ばしているかを示す報告が添
えられていたら？ そして，教師がこのような教材
を効果的に活用するための専門能力開発研修を
受けられたら？ VITALは，このような問いかけ
に応えようということを，出発点としている。 
2005 ～ 2006年度，ThirteenはCCTと協力

して，数学と英語（3，4年生）の成績向上に役立
つと思われるビデオクリップを選出してテストを

行った。教材は，アニメ数学シリーズCyberchase
をはじめ，主にThirteen制作の様 な々番組から
制作された。習熟度が低い児童向けのビデオク
リップには指導アクティビティが作成され，習
熟度が高い児童に対しても，さらに成績を伸ば
せるようなアクティビティが準備された。CCT
は，教師と協力して，これらのビデオクリップと
アクティビティの効果を測定した。このような形
成評価のプロセスを経て，ビデオクリップの加
除とアクティビティの内容の改善が行われ，最
終的に，nySTART（分析ツール）に組み込まれ
ると同時に，別途VITALのウェブサイトでも公
開された。
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ここで，教師がVITALの教材をどのように
利用できるのか，具体例を見ておこう。

≪ 例 1≫

ニューヨーク州の数学の学習基準は，「数感
覚」「代数」「幾何」「測定」「統計と確率」の5
要素で構成されており，担当教師は，児童たち
の各要素の成績を示すリポートに，オンライン
でアクセスできる。リポートには，習熟レベル
を満たしている児童，満たしていない児童の割
合も示される他，教師は児童ひとりひとりのテ
スト結果にもアクセスして，成績向上に向けて
何をすべきか，よりきめ細かい見解を得ること
もできる。
例えば，「統計と確率」で，4年生の児童の

57%が習熟レベルに達していないことに教師
が気づいたとする。児童の成績を上げるため
に，教師はこの要素に含まれる5つの下位カテ
ゴリー（データ収集，データ整理と表示，データ分
析，データからの予測，確率）の内容を検討して，
指導に力を入れるべき点を見極め，どのレベル
の児童もすべて習熟度を満たすことができるよ
うに導かなくてはならない。こうした条件のもと
で，児童に関するデータは，教師の意思決定の
ための不可欠なツールとなり，自らの指導方法
を改善し，習熟度に応じた授業を行うことが可
能となり，結果として児童ひとりひとりにとって
プラスになる。
nySTART（リポート・分析ツール）に示された児

童の情報を検討中の教師は，各学習要素の横
にVITALの教材へのリンクがあることに気がつ
く。「統計と確率」を課題としている教師が，そ
のリンクをクリックすると，Thirteen制作の数学
番組のビデオクリップが表示され，画面の下に
は，クリップの内容の説明と目的，ストリーミング

で見るかダウンロードするかの選択肢もある。
その他，各ビデオクリップに該当する数学の

学習基準，要素，下位カテゴリーについての詳
細な説明，さらに，指導上の優先事項（習熟レ
ベルを満たしていない児童，満たしている児童別に）

も準備されており，教材利用の際に役立てるこ
とができる。
同じビデオクリップを使って，児童の習熟レ

ベルに応じて異なる指導を行うこともあれば，
児童のレベルに合わせて全く異なるビデオク
リップを用いることも可能である。いずれにして
も，児童の成績を示すデータを用いて，成績向
上に向けた指導法を決定するのは教師である。
様々なビデオクリップと指導法が教師のために
あらかじめ選択されており，教師は容易に教材
にアクセスして習熟度に応じた指導をすること
ができる。

≪ 例 2≫

VITALの教材開発で，驚くべき結果が得ら
れた分野は，英語である。我々は，過去の番
組制作実績から，数学のコンテンツには自信が
あったが，英語については確信がなかった。し
かし，CCT，形成評価に参加してくれた教師
たちとの共同作業の中で，Thirteen制作の受

賞歴豊富な自然・科学シリーズNatureの中に，
強力なコンテンツを見出した。

Natureの制作者たちは，主な視聴者は成
人と考えているが，小学校の教師にとっても有
益な番組である。第1に，ほとんどの番組に，
子どもたちが強い関心を抱く動物が登場する。
第2に，この番組にはナレーションが非常に少
ない。映像を見ればわかるからだ。VITALの
教材にはビデオクリップの完全台本が必ず付随
しており，教師はこの台本を授業プランの重要
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な要素と考えている。子どもに読ませる少し難
易度の高い良質なノンフィクションを探すこと
に苦労している教師たちにとって，この台本は，
文章から情報を引き出す方法を学ばせるため
の貴重な教材である。第3に，小学校教師の

多くは複数教科を担当しているが，Natureの
ビデオクリップと台本を使えば，英語を教える
と同時に，科学や地理の授業も可能である。
5年生担当のある教師は，「パンダの赤ちゃ

ん」という番組から作成された2分29秒のビ
デオクリップ（テーマ：パンダ絶滅の危機）を次の
ように利用している。まず台本をプリントして
子どもたちに配布して読ませた。子どもの大
半が，意味がわからない単語として“pseudo-
thumb（疑似母指）” を回答したことを確認した
教師は，ここでビデオクリップに含まれている，
竹を握る赤ちゃんパンダのクローズアップを見
せて，子どもたちに単語の意味を考えさせ，さ
らに発音しない“p”で始まる単語についてディ
スカッションを展開した。
この教師は，同じビデオクリップを地理で

も（地球儀上で中国を探すよう指示する），数学で
も（中国がニューヨークから7,000マイル離れている
という情報から，地球全体の大きさを推測させる），
科学でも（生物の種や種の保存をめぐる問題につい
て話し合う），公民／政治でも（密猟や，絶滅種
を守るために何が必要かを話し合う）活用した。こ
のような多面的な映像の活用は，1つの文脈の
中で物事がどのように結びついているかを示し
ており，学習とはどういうものかを非常によく
物語っている。そして，もちろん，これらの学
習は説得力のある映像とナレーションによるス
トーリー展開の中で行われるので，どのような
タイプの学習者にとっても，情報が記憶に残る
可能性が高い。

以上示した例は，3～8年生の数学と英語に
関するものだが，ThirteenではK-12【幼稚園か
ら高校修了の12年生まで】の他のカリキュラムにつ
いても，同様の映像教材を構築中である。新
しい教材Window into Global Historyは，「世界
史と地理」コースに履修登録するニューヨーク
州の高校生を対象としている（高校卒業に必須の
2年間コースで，毎年約20万人が履修登録）。世界

の最新の課題を取り上げるThirteenのWIDE 
ANGLEという番組から，学習テーマに沿って
選択・編集したダウンロード可能なビデオクリッ
プ集と多様な授業案を合わせて提供している
（www.thirteen.org/edonlineでアクセス可能）。

3. 現状の背景と研究
【訳者補注：本節前半では，①NCLB法の導
入で，評価，説明責任，学習基準がアメリカの
新しい教育文化のベースとなり，学校の考え方を
根本から変えた状況，②「グロウ・リポート」が
優れた分析ツールであることを検証した研究結
果，③ニューヨーク州で数学，英語ともに指導
の改善が必要な状況にあることを，様 な々調査
結果を引用しつつ紹介している。紙面の関係で
この部分の訳出は割愛し，以下，映像教材の利
用をめぐる調査研究に関する部分を掲載する。】

■ 結果を出す映像教材
最近の研究によれば，映像教材は指導目

的と適切に結びつけられた時に，より多くの
子どもの成績向上に役立ち，より多くの子ど
もを印刷教材よりも強力に授業に引き込むこと
ができるという。2004年発表のCPB（公共放

送協会）報告書Television Goes to School: The 
Impact of Video on Student Learning in Formal 
Educationによれば，テレビは教室でのディス
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カッションを活発にし，教師の講義やリーディ
ングの助けとなり，生徒間に共通理解のベース
を築いて，教師がより効果的な授業を行う助
けとなる効果があるとしている。また，映像
は，経済的に恵まれない子どもや，学習障害
がある子どもたちの学習に効果があることもわ
かっている（Grunwald, 2002）。教師たちは仕
事量が多く，利用できるリソースも限られてお
り，統一試験の結果で説明責任を問われるの
で，カリキュラムと連動している映像を高く評
価する傾向がある（Fisch, 2004）。
CPBの研究では，映像教材を利用している

数学の教師は半数に満たないが，数学の授業
で使う映像教材が最も必要とされていることが
わかっている。文章を書くことの動機づけとし
て，様々な形で映像の利用が可能なことを示
す研究（Aiex, 1988）もあり，「英語教師は，映
画やニュースはもちろんのこと，昼のメロドラ
マさえも利用して，様々なレベルで生徒に文章
を書かせることに成功している」と報告している
（CPB, 2004）。
教師たちは，コンピューター系のツールを教

室に導入するには時間を要したが，映像教材の
利用には戸惑いを感じていないようだ。特に映
像がインターネットを通じて提供されている時，
（番組丸ごとでなく）部分的に視聴できるように
なっている時，対象学年や，州の学習基準の
内容に即した指導ガイドなどの情報がある場
合に，利用し易いと感じている。この点につい
ては，ThirteenのVODサービス《EVO》で映
像教材ライブラリーにアクセスしたニューヨーク
州の教師たちの反応からも，確証が得られて
いる。
調査の結果からは，教師が映像を利用し易

いと感じていることだけでなく，映像コンテン

ツが生徒と教師双方の能力を向上させている
こと，生徒・教師間の対話に変化を生み，生
徒の目標達成を促進していることがわかる。
United StreamingのVODサービスに関する
調査では，学習要素に関連づけたビデオクリッ
プの視聴によって，子どもの学習効果が大きく
向上することが示されている（Bosterら，2002）。
バージニア州の3学区の1,000人余の小中学生
を対象としたこの研究では，映像コンテンツを
視聴した子どもたちは，従来型の授業のみを
受けた子どもと比較して，平均して12.6％の成
績の向上を見せた。
VITAL向けの具体的なコンテンツについて

調べた別の研究では，特にCyberchaseの有用
性が明らかにされている。番組視聴が，子ども
の数学的問題解決能力にどのような影響をもた
らすか，調査は，第2シーズンの番組を用いて，
3，4年生を対象に行われた。子どもの半分に
は，毎日1番組，計20番組を視聴させ，対照
群となる残り半分には全く視聴させず，実験の
前後にテストを行った。番組視聴群は，非視
聴群に比べて，視聴直後の学習ではすべての
点で，しばらく時間が経った時点では多くの点
で，数週間後の測定でもいくつかの点で，有意
にテスト結果が優れていた（Fisch, 2004）。 

■ 全米教師向け専門能力開発研修：NTTI
Thirteenの全米教師養成研修（National 

Teacher Training Institute：NTTI）の専門能力
開発モデルは，「教師が教師を教える」アプ
ローチで，直接参加型の，テクノロジーを重視
した学習を進めることを特徴としており，全米
各地で，あらゆる学年と教科で成功を収めてい
る。このNTTIプログラムは，既に様々な調査
によって，授業改善と生徒の成績向上の効果



97JUNE 2008

が認められており，CPBがまとめた2004年の
報告書でも，この分野の最も優れた専門サー
ビスとして評価されている。
2004年にMichael Cohen Groupが実施した

調査によれば，NTTIは「教室における教師と
子ども双方のテクノロジー利用に重要な影響を
与えている」という。調査対象となった全米5
学区の教師たちは，教室でのテクノロジーの利
用について，以前より安心感を抱いて，自信を
持って授業で利用するようになり，利用頻度も
増えたと回答している。NTTIの活動に参加し
た教師の児童・生徒たちも，教室でテクノロジー
を活用する頻度が増え，授業でインターネット
や映像教材を使うことを以前より得意だと思え
るようになったと答えている。しかも，その影
響は，全般的な子どもの自信の向上にもつなが
るほど大きい（Thirteen/WNET, 2004）。
教師が映像を子どもの成績向上に役立てら

れるようにするには，専門的な能力開発研修
で，指導戦略と具体的な手法を学ぶ必要が
ある。CPB報告書で紹介された研究成果に
よれば，教師は，研修で具体例として用いら
れた映像やアクティビティを実際の授業でも
利用する傾向があり，研修で使われなかった
教材を使う可能性ははるかに小さいことがわ
かっている。

4. 教室利用向け映像教材のその他の例
近年，新しいオンライン教材が次々登場する

だけでなく，それらの教材を学習プロセスに
組み込む新しい方法も考案されており，「映像
（video）」は誰もが参入したい分野になっている
ようだ。現在，教室には，急速に電子ホワイト
ボードの設置が進んでおり，教師はビデオクリッ
プをホワイトボードのメモリーに事前にダウン

ロードしておけば，授業中には文字通り指1本
で再生可能である。子どもたちが，映像を好き
な場所に持ち運びできるよう，手持ちサイズの
携帯機器の試験導入も進められている。
【本稿では，VITALプロジェクトの教材や
Thirteen独自に開発している教材を中心に紹
介してきたが，最後に他の機関で開発されてい
る映像教材の動向にも目を向けておこう。】

公共テレビ局の連合体であるPBS自身は，
PBS Teachers（www.pbs.org/teachers） と
いうサイトに様々な教材を統合させている。こ
の検索し易いサイトは日々成長し続けている。
PBSは，最終的にこのサイトを，個別の公共
放送局の制作・所有か，PBS全国向けサービ
スの一部かにかかわらず，公共放送のすべて
の教材のポータルサイトにしたいと考えている。
ボストンの公共放送局WGBHでは，Teacher's 
Domainというオンライン教材を構築している。
K-12対象の検索し易い，ビデオとアニメの教材
ライブラリーで（www.teachersdomain.org/），
この映像コレクションは，特に科学に力を入れ
ている。
またPBSは，全国放送向け番組のすべて
に連動する豊富なウェブサイトを有している。

Cyberchaseのような子ども向け番組には，各回で
扱う学習内容に関連してゲーム等多数のアクティ
ビティが準備されている。このサイト（pbskids.
org/cyberchase/）は，これまで20億回近く閲
覧されており，サイト訪問者は平均60分以上か
けて数学ゲームをしている。いずれのサイトにも，
教室利用向けの教材があり，ストリーミングやダ
ウンロード可能な映像が増えている。
こうした無料の教材に加えて，PBSは

TeacherLineという名称で，教師向け専門能力



98 　JUNE 2008

開発用のオンライン・コースも構築している。こ
れらのコースは，様 な々教科を対象に提供され
ているが，教育省から多額の補助金を受けて
開発され，徹底的な評価プロセスを経ている。
教室で活用できる優れた教材の提供者とし

て，ジョージ・ルーカス教育財団の活動も注目
される。教育関係者は，Edutopiaというサイト
（www.edutopia.org）から，各教科の優れた
指導法や，1997年までさかのぼることが可能
な学校改革に関する何百もの映像を探すこと
ができる。
インターネットを通じて教師や児童生徒が利

用できるサービスは他にも多数あるが，すべて
の教育者にとっての重要な課題は，もちろん，
実際の学習環境で効果を発揮する信頼できる
教材を見つけることである。

5. 結び　
本稿では，教育者たちが映像，特にデジ

タル環境下で利用できるようになったビデオク
リップが，いかに教室の学習環境の向上に役
立つかについて，より深い理解を得つつあるこ
とを紹介した。VITALは，映像とそれに関連
する指導アクティビティを，いかに授業に取り入
れて，子どもひとりひとりの習熟度に応じた指
導を行うことで，統一試験で測定される非常に
具体的な成果の期待値に，結びつけることが
できるかを示すものである。
豊かな映像教材が学習環境を改善できるの

ではないかという期待は，半世紀以上も前か
ら存在していたが，デジタル革命を通じて，さ
らに実現に近づいている。シーモア・パパート
は1993年に書いた序文で，コンピューターが
可能にする学習やエンターテインメントに，子
どもたちが深い愛着を感じていることを明確に

指摘しており，しかもその強力なテクノロジー
が，デスクトップ機器にとどまらず，携帯電話
やPDA，MP3プレーヤーへと移行していくこ
とも予見している。テクノロジーをいかに教室
で活用するかについては，まだ課題も残されて
はいるが，VITALのような例を通じて，これ
らのツールを教室に導入することが，子どもた
ちの学習にいかなる違いをもたらすかを示す上
で，大きな前進を遂げつつあると言えよう。
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2つの論稿は，前者が，BBCで現在繰り広
げられている多様な試みを通して，幅広い観点
による教育・学習サービスの可能性を提示して
いるのに対して，後者は，対象者と目的を限定
した教育サービスの一つの事例をインテンシブ
に分析しており，好対照である。
BBCの例からは，放送機関がいかに多様な

機関と連携しながら，学習者である視聴者を
中心に据えた，ダイナミックな学習環境を，現
実の世界，放送，オンライン上に創り出すこと
が可能かを学ぶことができる。と同時に，筆
者も指摘するとおり，どこまでが公共放送の仕
事なのかを常に検討することが，これまで以上
に重要なことにも，目を向ける必要があろう。
VITALの例からは，学習者である子どもひと

りひとりのニーズに合った映像教材の提供と活用
を重視する視点や，効果的な教材活用のための
教師向け研修の意義を確認することができる。
教育・学習用の映像データベースやアーカイ

ブについては，いずれの論文でも取り上げられ
ているが，学習者・利用者の利用経験に基づく
情報・アイデアも取り込みつつ，データベース
の教育価値を高め，利用し易いものにしていく
ことの重要性が強調されている。
教師を支援するサービスも，両論稿が注目し

ている点である。今回の論稿には登場していな
いが，イギリスでは，Teachers'TVという教育関
係者向け専門チャンネルが急成長しており，テレ
ビとオンラインで，情報と教材の提供を充実させ
ている状況もある。教師そして保護者を支援す
る教育・学習サービスについては，公共放送が，
新しい時代のニーズに対応する形で改めて取り
組むことが期待される分野のひとつと思われる。
NHKでは，2001年度から，学校放送番組

の内容に連動した教材をインターネット上で提供
する「NHKデジタル教材」のサービスを行ってい
る（www.nhk.or.jp/school）。ここでは、映像ク
リップだけでなく一部放送番組も，オンデマンド
で視聴可能で，これらの映像と関連教材をどの
ように授業で活用できるかというアイデアやワー
クシートも提供されている。子どもの家庭学習に
適したゲーム教材も多数含まれている。さらに，
授業研究や最新教育情報の入手に役立つティー
チャーズ・ネット（2006年4月開始の無料登録制オ
ンラインサービス。教師だけでなく，親を含めて広く

子どもの教育に関わる人々が対象）のようなサービス
も登場させて，子どもの学習をより広い視点から
とらえる環境づくりをめざしている。
学校教育における学習と家庭や地域を中心

に行われるインフォーマルな場での学習。それ
ぞれについて公共放送が果たし得る可能性は、
BBCの例にも示されているが，両者がどのよう
に関連づけられ発展し得るか，今後さらに注目
すべき点と思われる。この点も含めて、さらに
様々な国の事例にも目を向け，より広い観点か
ら分析を進めて、別途考察の機会を設けたい。

（こだいら さちこ）
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