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概要：津田塾大学の取組み「専門課程における英語カリキュラム協調開発」では，専門課程における
内容重視の英語教育のために e-learning サイト，COOLL を開発，運用してきた．本取組みは，文
部科学省平成 20 年度質の高い大学教育推進プログラムに選定されたものである．本年度は COOLL
のシステムを更新し，10 月に学外へ公開し，現在 Web から誰もが利用できる e-learning サイトとし
て運用中である．本報告では，集合知を活かすための COOLL の設計方針とその機能，現在までの利
用状況及び今後の課題について述べる．
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知を形成する試みが報告されている．本研究では，

はじめに
大学の専門課程においては，読む，書く，話

大学の専門課程における英語教育を対象として，

す，聴くの４つのスキルに重点を置いたスキル重

専門分野の教員と英語教育の専門家，学習者が協

視の英語教育に加え，英語学習を通して内容につ

調し，オープンな環境で対等に推薦やレビューを

いても学べる，内容重視の英語教育が必要である．

することで集合知を形成し，より質の高い教材開

COOLL （ Collaborative

発や授業運営ができるシステムの構築を目的とす

Open

Language

Learning）は， Web 上に公開されているオンラ

る．

イン動画を，内容重視の英語教育に取り入れ，効

COOLL は，津田塾大学の取組み「専門課程に

率よく教材を作成することができるよう開発され

おける英語カリキュラム協調開発」の成果物であ

たサイトである[4]．内容重視の英語教育におい

り，本取組みは，文部科学省平成 20 年度質の高

ては，教科内容を第二言語で教授するイマージョ

い大学教育推進プログラムに選定された．取組み

ン教育が注目され，その効果が多数報告されてい

の詳細については，[5]に公開されている．今年

る[1][2]．日本においてイマージョン教育を取り入

度は，システムの機能を強化し，10 月に学外一

れることは障壁が高いが，オンライン動画を利用

般向けに公開した．
本報告では，COOLL の設計方針を示し，今年

することで，比較的容易に英語で専門課程の内容
を学ぶための環境を得ることができる．
近年，Web 関連技術の発達により，自宅 PC や
携帯端末においても，高速通信環境が整備され，

度新たに加えられた機能とともに COOLL に実装
されている機能を紹介する．また，現在までの利
用状況をまとめ，今後の課題について述べる．

動画共有サイトなどによって手軽に動画を公開で
きるようになっている．これに伴い，様々な分野
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COOLL の設計方針

において，講義や講演等，専門分野の内容を英語

COOLL は次の方針を基に設計されている．

で学ぶことのできる動画が Web 上に多く公開さ

A) OSS(Open Source Software)の利用

れている．しかし一方で学習者にとっては，自分

B) オープンコンテンツの利用

自身に適した題材をみつけることは容易ではない．

C) 多様で、幅広いユーザ参加

COOLL は多くのユーザが相互に推薦やレビュー

A)については，標準的な LAMP(Linux, Apache,

をすることにより集合知として機能し，学習者が

MySQL, PHP)環境を利用するものとし，PHP の

優れた動画やサイトをみつけるのを助けるととも

フレームワーク Symfony を使って実装した．ま

に，教師がそれらの動画から教材を作成すること

た，練習問題にはオープンソースの LMS である

を支援する．

Moodle を利用するものとした．

集合知の e-learning への応用は，これまで多く

B)は，教育利用可能な Web 上のコンテンツを

の研究がなされている．[3]では，設問に対しての

積極的に活用することを意味している．内容重視

ヒントを学習者自身が相互に与えることで，集合

の英語教育には，きまった授業形式があるのでは

なく，科目の目的や教員の希望に応じて，さまざ

material)と教材(annotated material)の２種類に

まな形式で行い，さまざまな教材を使う．たとえ

分けて管理している．一覧ページでは，中央カラ

ば，ある動画を視聴して，そこで使われる英語表

ムに素材リスト，右カラムには教材リストがそれ

現を詳しく学ぶ授業，あるトピックの導入として

ぞれ配置されており，色分けされている(図１)．

動画を視聴するが，英語表現を細かく注意しなく

素材は，任意のユーザが Web 上のオンライン動

てもよい授業などがある，また，内容重視の英語

画等を登録することでき，レビューとともにソー

教育では，動画教材だけではなく，テキストや音

シャルブックマークとしての機能を果たす． これ

声教材も当然利用する．そのような教材を，教員

に対し教材は，素材として登録されている動画に

個人や大学独自で作成することは非常に難しい．

字幕や日本語訳などを付けて加工したもので，

そこで，COOLL では，オープンコンテンツの利

COOLL 上の専用プレイヤーで閲覧することがで

用を推進することにより，多様で幅広い教材の提

きる．教材は，一部の権限のあるユーザしか作成

供を行う．多様な教材を柔軟に講義等に利用しや

することはできず，このように分けることにより，

すいよう考慮した．

知的財産情報の管理を明確にしている．

C)は，できるだけ多くのユーザが参加し，協調

3.2 素材関連の機能

することによりコンテンツの質を向上させ，集合
知として機能することを狙ったものである．ある
テーマに関わる動画を専門教員が推薦し，英語教
員がその中から英語の授業に利用するビデオを選
ぶ．選ばれなかった動画も参考資料として利用可
能にするというような利用が望ましい．また，多
くのユーザが COOLL を利用し，素材の推薦，評
価，レビュー，タグ付けなどを行うことによって，
情報が集約され，集合知としての価値を生むこと
が期待される．
ただし，教材の利用や作成には，教員か学生か
という立場の違い，著作物の教育利用ができる立
場かどうかなどのさまざまな条件を考慮する必要
がある，そこで，ユーザには，一般利用者（学生
または学習者），教材作成者（教員），管理者な
どの権限を与え、それによって利用できる機能を
制限できるものとした．

図 2：素材詳細画面（一部）
素材詳細画面の一部を図２に示す．素材はオン
ライン動画などの URL を登録したもので，任意
のユーザが紹介文とともに登録することができる．
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COOLL の機能

3.1 素材と教材
COOLL で は ， コ ン テ ン ツ を 素 材 (source

また，対等性を確保する目的から，wikipedia 同
様に，ユーザの誰もが原則として任意の素材を編
集することができる．
素材に対してユーザは，その内容を「レビュー」
で評価することが可能である．英語の難易度，興
味，専門性の３つの観点で 6 段階の評価をつける
ことができ，その評価は COOLL 内での表示順序
等に反映される．この評価と自由記述欄に書かれ
た内容は，他のユーザも閲覧可能となる．
ユーザは任意の素材にタグをつけることもでき
る．素材を登録したユーザは，システムで決めら
れたカテゴリに素材を分類するが，ユーザが素材
を探す際の利便性を向上させるために，今年度新

図１：COOLL トップ画面

たにタグ機能を実装した．これにより，ユーザは

任意のキーワードを素材に付加できるとともに，
システムでタグを集計し，タグクラウドとして視
覚的に情報を提供できるようになった．図３のタ
グクラウドでは，頻度の高いタグが大きく表示さ
れる．

図５：字幕の作成

図３：タグクラウド

3.3 教材関連の機能
教材は，素材の中から，質が高く，著作権等の
問題のないものに対し，権限をもったユーザが作
成する．教材では，COOLL 上での専用プレイヤ
ーで字幕とともに動画を閲覧することができる
（図４）
．プレイヤーには，通常の動画プレイヤー
機能の他に，字幕フレーズの単位で巻き戻しをす
る機能が実装されている．

図６：字幕の翻訳
教材には，練習問題へのリンクを付けることも
できる．現在，練習問題は COOLL 専用に設置さ
れた Moodle を利用しており，学内のみで運用し
ている（図７）
．
図４：教材の閲覧画面
字幕は，教材編集権限のあるユーザにより，
COOLL 上で作成される（図５）．
また，COOLL 上で字幕に対し日本語訳を付け
ることも可能である（図６）．日本語訳を付けた場
合，プレイヤー上で英語/日本語の切り替え表示を
行うことができる．

図７：練習問題用の Moodle

3.4 学外への公開にあたって

ることが可能となる．2)の難易度については，素

学内利用では， LDAP 認証により COOLL と

材のユーザ評価平均が実装されているが，項目応

学内 PC で共通のアカウントを使用していたが，

答理論等により，教材や練習問題について，ユー

学外への公開にあたり，ユーザ登録機能を実装し
た．通常のメールアドレスで登録したユーザは学
外ユーザとして扱われ，素材や教材に対しても学

ザの能力に依存しない尺度での難易度推定が求め
られている．ユーザの行動履歴等から収集したデ

外公開を許可されているもののみ閲覧やレビュー

ータは 3)のような推薦機能に応用することができ

を付けることができる．登録については，メール

る．

アドレスが必要となるが，それ以外の個人情報に
ついては登録をしない．また，教材については，
学外一般への公開上，著作権の問題のないものを
まず公開することとした．今後は、著作権問題が
クリアになったものから順次学外公開する予定で
ある．
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利用状況
COOLL は 2008 年度に実装を開始し，2009 年

度から運用している．2009 年度は，いくつかの講
義科目において利用され，2010 年度も同様に利用
されている．2010 年 10 月 1 日に学外公開となり，
10 月 22 日現在のユーザ数は学外，学内を合わせ
410 人，登録素材数は 570，教材数は 86 である．
今年度については，1 ヶ月あたり平均 70 ほどの素
材登録数となっている．
ユーザのレビューについては，現在 400 のレビ
ューが登録されている．
タグ機能は今年 8 月に実装されたが，すでに延
べ 2213，ユニーク数で 670 のタグが登録されてい
る．

COOLL では，多くのユーザが利用することで，
協調開発の効果が発揮され，教材の質が改善され
る．学外公開したことにより，様々なユーザに利
用され，素材やレビューなどが増えることで，集
合知として機能が活用されることが期待される．
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研究課題と今後の展開
本取組みとして考える英語教材開発には，次の

ような研究課題があり，検討されている．
1) 字幕やスクリプトを利用した練習問題の自動
生成
2) 動画教材や語彙の難易度推定
3) 集合知を利用した，素材と教材の推薦機能
現在，練習問題には Moodle を利用しているが，
その作成は手間の問題から限られた教材のみとな
っている．1)の自動生成が実用的レベルになれば，
各教材に対して人手を借りずに練習問題を作成す

[4] COOLL
http://cooll.tsuda.ac.jp/
[5] COOLL Web（本取組みの広報サイト）
http://coollweb.tsuda.ac.jp/

