Vol.2016-CLE-19 No.4
2016/5/20

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

動画共有サイトを用いた自己省察の提案
西奥 一清1,a)

空野 耕介2,b)

尾崎 拓郎3,c)

概要：授業者が過去に行った授業を自己省察する際に，その様子を撮影した動画を用いることで，細かな
場面を容易に振り返ることができる．本稿では動画共有サイトを用いた自己省察の方法を示す．同サイト
は動画の投稿・視聴が可能であり，投稿された動画に対してコメント文を投稿することが可能である．加
えて，異なる二つの動画を同時に視聴，操作できる二動画同時再生機能によって，授業者の所作に対する
学習者の反応を同時に確認することが可能となった．
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1. はじめに
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ン上で受けるといった利用法がある．また，同サイトには
二つの異なる動画を同時に再生，操作することが可能な二

教員志望の学生は，教育実習において研究授業を行う機

動画同時再生機能が備わっている．同機能を用いることに

会がある．過去に行った授業の自己省察は，記憶を頼りに

より，授業の様子を授業者目線と学習者目線の二つの視点

場面を思い出す必要がある．授業実施から時間が経てば経

から同時に確認することが可能となり，授業者の行動に対

つと正確に振り返ることが困難になる．そこで，授業の様

する学習者の反応を確認することが可能である．以下，2

子を録画し，動画として記録する方法を用いると，過去の

章で自己省察について，3 章で提案システムである OKUV

授業であっても授業中の所作を正確に振り返ることがで

の機能説明について，4 章で OKUV の評価について，5 章

き，より高水準な自己省察が可能となる．さらに，撮影し

で総括について記す．

た動画をウェブ上に公開することで，PC などのインター
ネット接続可能な端末を用意するだけで過去の授業を振り
返ることが可能となる．また，第三者と動画メディアを受

2. 自己省察について
研究授業などの授業実践の後に自己省察を行うことは，

け渡す必要なく，授業をオンライン上で共有することが可

教職を目指す上で重要なことである．自己省察について

能となる．動画共有サイトを用いた自己省察を実現するた

は，ジョン・デューイの定義と同じく「その人の信念の根

めに，学習利用向けの新しい動画共有サイトを開発した．

拠を評価すること」とする [1]．また，本章では, 動画を通

同サイトは動画の投稿，視聴が可能であり，投稿された動

した自己省察について述べる．

画に対してコメント文を投稿することが可能である．コメ
ント機能によって，指導教員による授業の評価をオンライ

2.1 動画を通した自己省察
「大学教職課程における研究者授業者の自己省察」は，
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授業の事実に基づいて教師が省察することで、教師の実
践的知識が形成されることを示している [2]．また，「ビデ
オ映像を活用した省察の事例研究」によれば，英国の教育
実習生 73 人と指導者 70 人ならびにセカンダリー PGCE
チューター 7 人を対象に動画を活用した自己省察に関する
アンケート調査を実施したところ，実習生の 9 割が動画を
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利用することで自らの指導方法を効果的に振り返ることが
できたと回答している [3]．
これらのことから，自己省察に動画を用いることは，効
率的な自己省察を行うという点で有効であるといえる．

2.2 自己省察に動画を利用することの問題点
自己省察に動画を利用することの問題点として，授業練
習を撮影した動画を再生する環境を用意しなければならな
いという点と，他者による評価を受ける際に動画を共有し
なければならないという点がある．動画を再生する環境に
ついては，スマートフォンなどのデバイスを用意すること
で構築可能である．しかし，動画を共有する場合について
は動画メディアの受け渡しが必須となるという問題点があ
る．加えて，他者による授業練習の評価は，収録した動画

図 2

OKUV 利用モデル

を閲覧後の指導となり，スケジュール調整などの問題が発
の利用は用意した授業の様子を撮影した動画を投稿するこ

生する．

とから始まる．動画を同サイトへ投稿することで，オンラ

2.3 動画共有サイトを用いた自己省察
前項の問題点について，動画共有サイトに過去に行った
授業の動画を投稿することで，第三者は動画メディアを受
け取る必要なく該当授業の内容を確認することができ，視
聴したその場で該当授業を評価することが可能である．ま

イン上で視聴可能となる．投稿された動画を視聴する際に
は，トップページに表示された動画を選択するか，目的の
動画情報（タイトルやタグ）を検索して該当の動画を選択
する．動画を選択すると動画再生ページ（図 3 参照）へと
遷移し，選択した動画を視聴することが可能である．また，

た，他の利用者が投稿した授業の動画を視聴することで，
多くの授業モデルを知ることが可能である．

3. 提案システム：OKUV の機能紹介
授業の自己省察を行うために用いる動画共有サイトであ
る OKUV（図 1 参照）を開発した．同サイトは動画の投
稿，視聴，投稿された動画に対するコメント文の投稿が可
能であり，また，選択した二つの動画を同時に再生する二
動画同時再生機能がある．

図 3 OKUV：動画再生ページ

同ページには動画に対して投稿されたコメント文も表示さ
れ，コメント文投稿フォームからは視聴している動画に対
してコメント文を投稿することが可能である．
自身が投稿した動画は，OKUV の常設ヘッダに表示され
ている自身の ID をクリックした際に遷移するマイページ
画面の投稿動画の欄で確認することが可能であり，同ペー
図 1

OKUV：トップページ

ジで動画のタイトルや動画説明文といった動画諸情報を
編集することも可能である．また，マイページには自分が

OKUV にログインした日時，動画を投稿した日時，コメン
3.1 基本的な機能
OKUV の利用モデルについて，次の図 2 に示す．OKUV
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ト文を投稿した日時が履歴情報として表示される．OKUV
のページ遷移図について，次の図 4 に示す．
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不可能なので，オリジナルのプレーヤ（以下，オリジナル
プレーヤとする）を用いている．オリジナルプレーヤには
動画時間に対する現在の再生時間の割合を直線状に表した
バー，現在の再生時間，7 種の動画同時操作用ボタンで構
成されている．動画操作用のボタンは，動画の初めから再
生開始するボタン，10 秒巻き戻しするボタン，1 秒巻き戻
しするボタン，再生（一時停止）ボタン，1 秒早送りするボ
タン，10 秒早送りするボタン，そしてシンクロボタンの 7
種類がある．シンクロボタンとは，早送りや巻き戻し，一
時停止を多用した際に生じる二つの動画間の微小な再生時
間の誤差を解消する再生時間同期機能である．

3.3 FFmpeg によるエンコード
図 4 OKUV ページ遷移図

3.2 二動画同時再生機能
OKUV の特徴的な機能の一つに二動画同時再生機能が
ある．同機能は OKUV に投稿された異なる二つの動画を
同時に再生，操作可能な機能であり，二つの動画の同時操
作は専用のプレーヤを用いて行う．視聴する動画を選択す
る際には主動画と副動画を設定し，主動画に設定した方が
再生の基本となる動画となる．具体的には，二動画同時再
生用の動画再生ページ（図 5 参照）に表示される動画の諸
情報，表示されるコメント文，コメント文の投稿先が主動
画のものとなる．

OKUV は動画再生に HTML5 の video タグを用いてお
り，再生可能な動画ファイルの形式が MPEG-4，Ogg，

WebM なので，投稿された動画ファイルは FFmpeg を用
いて MPEG-4 へ変換を行っている．FFmpeg は動画をエ
ンコードするための無料ソフトウェアであり，大手動画共
有サイトでも利用されている [4]．

3.4 OKUV が動作する環境
OKUV は動画の再生に HTML5 の video タグを利用し
ている点から，HTML5 が動作する環境での利用を想定し
ている．HTML5 に対応する主なブラウザとそのバージョ
ンについて，以下に記す．

• Internet Explorer 9 以降
• Google Chrome 4 以降
• Firefox 3.6 以降
• Safari 4 以降
• Opera 10.5 以降

4. OKUV の評価
4.1 二動画同時再生機能を用いた比較
本節では，講義の様子を学習者側の視点，授業者側の視
点の 2 点から撮影した動画を，一つずつ視聴した場合と二
動画同時再生を用いて同時に視聴した際の比較を行う．

4.1.1 比較の方法
比較は，講義の様子を学習者側の視点と授業者側の視点
の 2 点から撮影し，再生のタイミングが一致するよう編集
図 5 OKUV：二動画同時再生ページ

を行った二つの動画を OKUV に投稿して視聴することに
より行う．

なお，プレーヤの挙動は主動画に準拠するため，表示さ
れる動画再生時間や再生される範囲はそれぞれ主動画のも

4.1.2 動画を個別に視聴した場合
用意した動画を個別に視聴すると，学習者側の視点を撮

のとなる．

影した動画では授業者の用意したスライドを確認すること

3.2.1 二つの動画における同時操作法

ができた．また，授業者側の視点を撮影した動画では学習

二つの動画における同時再生や同時停止といった操作

者の反応を確認することができ，コメント機能を用いて良

は，OKUV における動画再生の機構にて基本構成である

かった点や悪かった点を動画に対して投稿するという方法

HTML5 の video タグに標準搭載されているプレーヤでは

で，講義の評価を行うことができた．
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4.1.3 二動画同時再生機能を用いて同時に視聴した場合
用意した動画のうち，学習者側の視点から撮影した動画
を主動画，授業者側の視点から撮影した動画を副動画とし
て設定し，二動画同時再生機能を用いて視聴を行った．動
画を個別に視聴した場合と同じく，講義の話を聞くことが
でき，授業者や学習者の動作を確認することができた．ま
た，二つの視点を同時に確認できるため，授業者の動作に
対して学習者がどのような反応をとったのかを逐一確認す
ることができた．二つの動画を同時に操作することについ
ては，オリジナルプレーヤによって同時に操作できたため，
二つの動画を快適に同時操作することができた．

4.1.4 比較の総括
講義の様子を二つの視点から同時に確認することで，授

図 7

二つのブラウザウィンドウを用いて行った二動画の同時再生

4.2.1 実験の方法
方法 A の実験方法は，片方の iPod 上で講義の様子を学

業者と学習者の両者の動作を逐一確認することができた．

習者側の視点から撮影した動画を再生し，他方の iPod 上

そして，投稿者が動画に「二動画同時再生対応」のタグを

で講義の様子を授業者側の視点から撮影した動画を再生す

設定していたので，対応した講義の動画を見つけることが

るというものである．なお，用いる動画は同じ授業を別視

容易であった．

点から撮影したものなので，同じタイミングで再生する必

4.1.5 OKUV を用いた自己省察について

要がある．

4.1 で行った比較から，講義の様子を撮影した動画を，研

方法 B の実験方法は，二動画同時再生機能を用いて二つ

究授業の様子を学習者側，授業者側の二つの視点から撮影

の動画を同時に再生した場合と，1 つの端末上で二つのブ

することで，学習者側の様子と授業者側の様子を同時に確

ラウザウィンドウを表示させ，異なる二つの動画を同時に

認することが可能であるため，授業者の発言に対して学習

再生した場合を比較するというものである．用いた動画は

者がどのような反応を示したのかを確認することが可能で

講義の様子を授業者，学習者の二視点から撮影した動画で

ある．また，コメント機能を用いて評価を行うことが可能

あり，左右に並べて同時再生を行った．

であるため，研究授業に対して他者の評価を受けることが

4.2.2 実験結果

可能である．

方法 A や方法 B で二つの動画を再生する際は，同時に
制御するためにそれぞれのプレーヤを操作する必要がある

4.2 二動画同時再生機能の評価実験

ため，各操作に要するステップ数は 2 回だった．また，巻

OKUV の二動画同時再生機能を評価するために，iPod

戻しや早送りといった操作を行う際には，二つのプレーヤ

を二台並べて動画を再生するという方法（以下，方法 A と

を停止させてから巻戻しまたは早送り操作を行い，再度二

する）と，二つのブラウザウィンドウで異なる二動画の同

つの動画を再生させる必要があったので，要したステップ

時再生を行う方法（以下，方法 B とする）で，二つの動画

数は 6 回だった．動画を一時停止し，再度再生するという

を同時に制御する実験を行った（図 6，7 参照）
． また，諸

動作を行った際には，二つの動画間における再生時間に微
細な誤差が生じた．方法 B に関しては，二つの動画が同時
に視聴可能であり，二つのプレーヤを同時に操作可能にす
るために手動で二つのブラウザウィンドウの位置と大きさ
を設定する必要があった．

4.3 OKUV と諸方法の比較
本稿で行った実験の結果から，二つの動画を同時再生す
る際に，OKUV を用いる場合と，ほかの方法を用いる場合
の比較について，次の表 1 に記す．
図 6

iPod を用いた二動画の同時再生

方法を用いて二つの動画を同時に操作する際に要する操作
のステップ数を計測し，実験の観点とする．操作のステッ

表 1

OKUV と諸方法における操作ステップ数の比較（単位：回）
OKUV

iPod

ブラウザウィンドウ

再生/停止

1

2

2

早送り/巻戻し

1

6

6

プ数については，少ないほど操作が容易であるとする．
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4.4 実験の考察
方法 A や方法 B で二つの動画を同時に視聴する際に要
するステップ数が 2 回または 6 回であることに対して，

OKUV の二動画同時再生機能ではほとんどの操作におけ
るステップ数は 1 回であった．また，二つの動画間におけ
る再生時間の同期はシンクロボタンで可能だった．このこ
とから，OKUV の二動画同時再生機能は要するステップ数
が少なく，簡単な操作で二つの動画を同時に視聴可能であ
るといえる．

5. おわりに
本研究では自己省察が可能な動画共有サイトである

OKUV を構築した．提案システムを用いることで授業の
様子を学習者視点と授業者視点の二点から同時に確認する
方法での自己省察を行うことが可能である．今後の課題と
して，現段階では実験用に構築した環境であり，学内ネッ
トワークに接続した端末のみが利用可能であるので，適切
なネットワークでの利用を鑑みて検討することが挙げら
れる．
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