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首都大学東京における OCW の開発と運用
畠山久†1 藤吉正明†1, †2

永井正洋†3, †1

概要：首都大学東京では 2015 年から OCW を通じた教育情報の公開に取り組んでいる．本稿は，同大 OCW のシステ
ム・コンテンツの開発と運用について述べている．コンテンツを管理・配信するシステムは，同大の要件を踏まえた
最小限の構成で独自に開発されている．また，同大教職員が授業等を収録・編集し，コンテンツを作成している．3 年
間の運用を振り返り，事例として整理するとともに，同大の OCW における課題についても述べている．
キーワード：オープンコースウェア，Web システム開発，教育情報の公開
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Abstract: Tokyo Metropolitan University (TMU) is working on the publication of educational information using OCW since
2015. This paper describes the development of the OCW system, making of video contents, and operation of the OCW at TMU.
Based on the requirements of TMU, the OCW system for managing and distributing content was originally developed with the
minimum features. Faculty members and staffs of TMU shoot videos and create contents. This paper looks back over the operation
for 3 years, and also describes the problems of OCW challenge at TMU.
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1. はじめに
「高等教育機関において正規に提供された講義および

べる．

2. TMUOCW の概要

関連情報のインターネット無償公開」 [1] を行うオープン

試行期間も含め，TMUOCW（図 1）は現在まで約 3 年間

コースウェア(Open Course Ware, OCW)は，日本国内でもい

にわたり運用されている．アクセス数を図 2 に示す．ここ

くつかの大学で展開されている．OCW は国際的に共通の

でのアクセスとは，一人のユーザが来訪しページ遷移をす

枠組みの活動であり，世界全体での認知度を得た社会貢献

る一連のアクセスを 1 とカウントしたもので，のべ来訪者

が可能と考えられる [2]．

数と捉えることができる．オープンキャンパス（大学説明

首都大学東京では，2014 年 9 月に「教育情報の社会貢献
に関する PT」が組織され，「正規課程の学生以外に対する
教育サービスの提供」について意見交換が行われ，OCW の
実施を検討することが確認された．これを踏まえ，2015 年
6 月から，首都大学東京オープンコースウェア [3]（以下，
TMUOCW）の試行運用を開始した．その後，2016 年に「オー
プンコースウェア検討 PT」が組織され，前年から試行した
TMUOCW の活動報告と共に今後の方向性や本格稼働に向
けた課題について検討された．TMUOCW は 2016 年 10 月
から正式に稼働し，首都大学東京における講義等の公開を
通じ社会貢献の一環として教育情報を広く発信している．
本稿では，TMUOCW の開発と運用について報告し，ま
た，首都大学東京での教育情報公開の取り組みについて述
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図 1
Figure 1

TMUOCW のトップページ
The welcome page of TMUOCW.
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Variation in page view of TMUOCW.

れ，局所的な変動が大きい．2017 年度の合計は 20,243 件で
あった．
2 つの特徴を中心に TMUOCW を概説する．
2.1 学外者をメインターゲットとした運用
国内大学における事例として，OCW を受講生への講義
資料提供も兼ねたシステムとしている事例 [4] も報告さ
れている．しかし，本学では，
受講生に講義資料を配布可能な全学標準 LMS
"kibaco" を提供している [5][6]


分類ごとの映像資料掲載数

The number of videos classified by category.

TMUOCW のアクセス数の変化

会）の時期や入試・入学時期などに増加する傾向が認めら



図 2
Figure 2

シラバスについては学外も含め提供するシステムが
既に設置されている

ことを踏まえ，講義などの学外への発信を重視することと
した．加えて，それぞれの利用想定者に対応するように掲
載する資料を分類した．


正規授業（入学予定者）



講演会・公開講座（生涯学習・趣味等の希望者）



大学説明会等の模擬授業（入学志願者，高校生）



その他の映像など（企業，入学予定者）

2.2 映像を中心とした資料掲載
TMUOCW では，公開するコンテンツを映像中心として
いる．前述の大学の講義を発信するにあたり，適している
メディアであるという判断に基づく．また，正規授業の映
像であれば受講生の予復習への活用，講演会等の映像であ
れば参加できなかった学内者向けの配信なども今後の活用
の可能性として想定している．一部の講義については，映
像に加え PDF 形式等の講義資料も掲載されている．
2018 年 5 月現在，本学の常勤教員の講義を中心に 33 タ
イトル 86 本の映像を掲載している（図 3）．
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3. システムの開発と運用
3.1 システムの設計と開発
TMUOCW の開設にあたり，どのようなシステムとする
か議論された．OCW の運用で利用されるオープンソース
ソフトウェアとして，Plone をベースとした eduCommons
[7] が知られている．国内大学でも，eduCommons を利用し
て構築・運用している事例がある [8]．しかし，本学では


試行から始める



公開規模や教材種類などが未定であった

こともあり，実験的に最小限の機能のみを実装したシステ
ムを独自に開発した．
TMUOCW システムはサーバで動作するアプリケーショ
ンソフトウェアとして構築され，Ruby on Rails [9] を用い
て開発されている．公開するコンテンツは映像が主体とな
るため，映像のアップロードと合わせて説明などを記載す
ることができる簡易な CMS（Content Management System，
コンテンツ管理システム）として設計した．Edge，Internet
Explorer，Firefox，Chrome などの主要な PC ブラウザのほ
か，スマートフォンからのアクセスも想定しているため，
レスポンシブデザインとした．また，さまざまなブラウザ
上で映像を再生するために，動画プレイヤーである
flowplayer [10] を組み込んでいる（図 4）．動画は Pseudo
streaming（擬似ストリーミング）方式で配信している．試
行期間中は MP4（H.264）形式と WebM 形式とをブラウザ
の対応状況に応じて表示し分けていたが，正式稼働にあた
りブラウザサポート状況を鑑みて現在は MP4 形式のみを
掲載している．
TMUOCW システムの主な機能は以下の通りである．


講義科目の一覧表示



講義科目における講義回の一覧表示



講義回における資料の一覧表示
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表 1
Table 1

撮影前のチェックリスト（抜粋）

An excerpt from the check list before shooting.

録画・編集
録画範囲

どこからどこまで録画するか
質疑応答・ディスカッションも録画するか

画面構成

撮り方の希望（スクリーンとの合成など）
話者の立ち位置・動き
字幕やカット編集の希望の有無

会場

会場設備の利用予定（マイク等）

著作権・肖像権

図 4

TMUOCW の動画掲載画面

Figure 4


A video page of TMUOCW.

映像アップロードや説明文等を管理するための管理
画面
大学の正規授業の構造を踏まえ，システム内部では講義

科目（Course） - 講義回（Lecture） - 映像（Video）とい
う階層でデータを整理しており，それぞれが一対多の関係
を持っている．
なお，シラバスについては，学内別システムにおいて一
般公開されているため，TMUOCW システムでは管理して
いない．
3.2 システムの運用
TMUOCW は学内に設置されたオンプレミスのサーバで
運用されている．サーバの運用は本学の教職員が担当し，
定常的な監視やメンテナンス作業を行っている．そのほか，
必要に応じてデザインや機能改修等も行っている．

4. コンテンツの作成
TMUOCW で公開するコンテンツは映像が中心であるが，
講義などを自動的に収録するシステムが全学的に導入され
ているわけではないため，現在は個別に撮影・編集してい
る．コンテンツ作成にあたり，撮影から編集まで学術情報
基盤センター [11] の教職員が担当している．撮影に先立
ち，表 1 に例示した項目を中心に講義担当教員と打ち合わ
せを行い，講義スタイルや撮影範囲などを調整する．この
上で機材構成を決定し，当日の撮影に臨む．撮影後は著作
物や受講生の映り込みに配慮しながら映像編集を行い，公
開前に講義担当教員に内容確認を依頼する．問題が無けれ
ば公開に至る．
正規の講義の場合，開講している期間すべてを収録して
いるケースもあれば，一部講義回のみを収録しているケー
スもある．これは，撮影・配信にあたり講義担当教員との
打ち合わせを行い，教員の希望を踏まえて公開方法を都度
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話者

撮影及び配信の許諾の有無

著作物

著作物の利用に関する許諾の有無

映り込み

質問者などが映り込んだ際の対応

学内調整
担当者

掲載前の動画確認の担当者

決定しているためである．また，正規の講義以外にオープ
ンキャンパス（大学説明会）における模擬授業も撮影・公
開している．模擬授業は内容・難易度共に正規授業とは異
なるが，TMUOCW のターゲットの一つである入学志願者
を対象とした体験講義であり，時間も比較的コンパクトに
収まっていることから本学の多彩な講義の一端を伝えるに
は適していると判断している．

5. 課題
5.1 公開にかかる権利処理
OCW において公開される資料は，CC（Creative Commons）
ライセンスに準拠する [1]．しかし，授業において利用され
る教材では，著作権法第 35 条の「教育機関における複製
等」に基づき第三者の著作物を利用しているケースもある．
このため，OCW のコンテンツとして公開する際には著作
権処理が必要となる．現在は編集時に該当箇所を洗い出し，
担当教員と協議し差し替えなどを検討し，やむを得ない場
合はモザイク等の処理を行っている．
また，教材の著作権処理に限らず，話者の権利処理など
も必要となる．現在は映像を含め授業資料を TMUOCW で
掲載する際に，担当教員に利用許諾書への記入を依頼し，
公開に関して TMUOCW 事務局が担当教員に書面で許諾を
得るようにしている．
5.2 運用コスト
TMUOCW はシステム開発から運用，編集作業まですべ
て学術情報基盤センター教職員が行っている．しかし，定
常的な運用として掲載本数を増やすためには，よりスケー
ルするようシステムや運用を見直す必要がある．一方で，
社会貢献が目的である OCW では予算を潤沢に確保するこ
とは難しく，携わる人員の確保にも制約が生じる．そこで，
映像編集の経験がある，または映像編集スキルの習得を目
指す学生をアルバイトとして雇用し，撮影・編集を補助す
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る制度を運用している．
また，システム開発・運用に関して，現在は教員個人の
ノウハウに大きく依存している．こちらについても人員異
動等の影響を最小限とするため，委託等の検討を進めてい
る．
5.3 国際対応
サイト自体は言語切り替えに対応しており，現在は日本
語と英語にて表示が可能である．しかし，コンテンツ自体
は日本語のものが多く，現時点では英語のコンテンツはわ
ずか 2 本に留まっている．
留学生の増加などを見据え，英語での受入を行っている
部局の映像の充実を図るとともに，日本語コンテンツの英
語化についても検討が必要と考えられる．

6. まとめ
本稿では，首都大学東京 OCW のシステム・コンテンツ
の開発と運用について述べた．首都大学東京は 2015 年か
ら OCW を通じた教育情報の公開に取り組んでいる．コン
テンツを管理・配信するシステムは，本学の要件を踏まえ
最小限の構成で独自に開発した．また，本学教職員が授業
等を収録・編集し，コンテンツを作成している．3 年間の
運用を振り返り，事例として整理するとともに，本学の
OCW における課題についても述べた．
今後は上述した課題の解決の検討が望まれる．
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