
名古屋大学・教育発達科学研究科・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１３９０１

基盤研究(B)（一般）

2017～2013

教育専門職の授業洞察力の向上のための授業過程可視化技法の体系化

Visualization of the process of classroom lesson for competency of insight for 
educational professionals

７０２９３２７２研究者番号：

柴田　好章（Shibata, Yoshiaki）

研究期間：

２５２８２０５２

年 月 日現在３０   ９   ６

円    13,200,000

研究成果の概要（和文）：教育専門職の主要な力量である「授業洞察力」の向上に資するよう、授業過程の可視
化技法を体系化することを目的として、(1)授業洞察力の構造の明確化、(2)既存の授業分析手法の改良と可視化
手法の新規開発、(3)授業過程の可視化技法のシステム化、(4)授業過程の洞察(気付き、価値付け、説明)におけ
る可視化技法の効果の検証、(5)授業洞察力への転移の効果の検証に取り組んだ。

研究成果の概要（英文）：In this stud aims to synthesize the methods of the visualization of 
classroom lesson process for contributing to enhance the educational professionals competencies of 
insight of teaching and learning process.

研究分野： 教育工学、教育方法学、授業研究、授業分析
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
(1)【実践的課題】授業洞察力の向上とそれを
支える可視化技法の必要性 
学校を基礎とする授業研究は、長年我が国

の初等・中等教育の授業改善および現職教育
の特徴であったが、Stigler と Hiebert(1999)
以降、世界各国で日本の授業研究のモデルを
取り入れた Lesson Stud が広がりをみせて
いる(日本教育方法学会編 2010)。教育実践の
改善や創造のためには、学習の結果のみでは
なく授業過程を対象として、学習者間の相互
作用の特徴や、学習者の発言や行動の背景を
洞察することが必要である。これは、教師の
みならず教師教育者、教育研究者にもあては
まる。本研究では、こうした教育専門職に必
要とされる「授業洞察力」を、事実の認識、
気付き、解釈、熟慮、価値付け、概念化、説
明という一連の流れにおいて包括的にとら
え、その向上を目ざす。また、専門家の力量
の継承、専門家間の協同、非専門家への説明
などの今日的な要請を考慮すれば、それぞれ
の個人や現場の努力・工夫に洞察力の向上を
期待するのみでは不十分であり、複雑な授業
過程の把握を容易にするツールすなわち可
視化技法を整備していく必要があり、そのた
めには基礎的な学術的研究が不可欠である。 
(2)【方法論的課題】授業分析研究の発展とし
ての本研究の位置づけ 
名古屋大学教育方法学研究室では、半世紀

以上にわたり、逐語記録を中心とした授業の
詳細な記録にもとづく質的な授業分析を推
進してきた(重松 1961)。本研究の代表者であ
る柴田は、こうした質的な授業分析を踏襲し
ながら、この補完として、1990 年以来、探
索的で量的な授業分析手法の開発を進めて
きた(柴田 2002)。また、近年では、自然言語
による授業分析の限界である解釈の妥当性
の問題を克服するために、授業分析用中間記
述言語を開発してきた(柴田 2010)。これらの
授業分析手法によって、授業における学習者
間の相互作用など、一見してとらえることが
困難な複雑な授業過程の特徴を数値や図を
用いて視覚化することができる。また、具体
的には「研究計画・方法」において後述する
が、柴田以外にも国内外において様々な授業
過程の分析手法が提案されている。本研究で
は、柴田の研究成果も含めて、授業過程可視
化の観点から、さまざまな授業分析手法を体
系化する。 
(3)【理論的課題】授業過程の可視化による授
業における学び合いの理論構成 
教育学研究において授業の実践を研究する

ことは、その改善や教師の力量形成という臨
床的・応用的な意義があるだけではない。柴
田は、むしろ授業分析を「教育学研究におけ
る知的生産」の主要な方法ととらえて基礎的
研究に位置づけている(柴田 2007)。授業に関
する理論的な知を構成するためには、実践の
場から学ぶべきことは多く、教育学的概念や

学校での学びの意義を現場において発見な
いしは再発見することが重要である。近年で
は情報ネットワーク社会の進展により、いつ
でも誰でもどこでも学習リソースにアクセ
スできるようになり、学校以外の学習機会が
増大した反面、学校(教室)で学ぶことの自明
性が薄れてきている。そこで、公教育を担う
学校ならではの学びの意義を理論的に再構
築することが迫られている。その鍵の 1つは、
対面での学習者同士の相互作用にもとづく
学び合いであり、本研究は授業過程を可視化
することにより、授業における学び合いの意
義や可能性を理論的に明らかにする基盤と
なりうる。 
 
２．研究の目的 
教師をはじめ、教師を育てる教師教育者や、

授業を研究する教育研究者が、教育実践の改
善や教育理論の構築に取り組むためには、複
雑で繊細な授業過程に対する洞察力が不可
欠である。特に、集団的な思考過程の把握や
発言・行動の背景の理解には、専門的な力量
が必要であり、その向上が求められる。しか
し、従来は属人的な能力や経験への依存が大
きく、洞察力の向上を支援するツールが供給
されてこなかった。研究代表者(柴田)は、名
古屋大学教育方法学研究室の授業分析にも
とづき、様々な授業分析手法を開発してきた。
本研究では、こうした研究成果を発展させ、
教育専門職の主要な力量である「授業洞察
力」の向上に資するよう、授業過程の可視化
技法を体系化することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)授業洞察力の構造の明確化・・教育専門
職が有する(有するべき)授業の洞察力の下
位要素や他の能力との関連を明らかにする。 
(2)既存の授業分析手法の改良と可視化手法
の新規開発・・手法の改良や新規開発により、
授業の様相を把握するための様々な支援ツ
ールを整備する。 
(3)授業過程の可視化技法のシステム化・・
様々な可視化の手法を有機的に結びつけし
てシステム化する。 
(4)授業過程の洞察(気付き、価値付け、説明)
における可視化技法の効果の検証・・可視化
技法を用いること授業過程の深い理解に役
立つかを明らかにする。 
(5)授業洞察力への転移の効果の検証・・可
視化技法の授業分析が転移し、授業洞察力の
向上がもたらされるかを検証する。また、授
業の可視化の手法を援用した研修教材を開
発し、授業洞察力の向上に寄与するかを明ら
かにする。 
 
４．研究成果 
（第１年次） 
5つの研究課題のうち2点に取り組んだ。(1)

「授業洞察力」の構造の明確化・・・多様な
教育専門職の固有性と共通性に注目しなが



ら、教育専門職が現に有している(あるいは
有するべき)授業洞察力の構造の解明を試み
た。まず、授業研究、教師の専門性に関する
文献を調査した。そして、授業実践や授業研
究の際に教師や教育研究者かが行っている、
事実の認識、気付き、解釈、熟慮、価値付け、
概念化、説明という一連の過程に関与してい
ると考えられる授業洞察力を、仮説的に構造
化した。さらに、フィールド調査を実施し、
授業を実践した教師の事後のリフレクショ
ン、学校内の授業研究会、教師教育者の指導
場面(対話リフレクションやメンタリング)
において教師等かが授業をどのように知覚
し、価値付け、概念化しているかを分析した。
これらを総合して、授業洞察力の構造(下位
要素や関連能力との関連)を明らかにした。 
(2)既存の授業分析手法の改良と可視化手

法の新規開発・・既存の授業分析手法の特徴
を明らかにし、授業のどのような側面から、
どのような情報を抽出しているかを分類し
整理した。語の出現パターン、授業のカテゴ
リー分析、授業諸要因の関連構造、発言表、
中間項などを取り上げた。そして、手法が用
いるデータ、解析方法、研究方法論の特徴を
整理し、今後必要とされる手法の改良や開発
の指針を得た。 
（第２年次） 
(1)を継続しながら、(2)を中心に研究を進

めた。また、並行してフィールド調査を実施
し、授業記録の収集を進めて、手法の試験的
適用と、各種の可視化手法の開発と改良を行
った。学校や教育委員会が行う授業研究会へ
の参画(企画・運営・指導を含む)や、自主的
な授業研究のための研究会の開催・参加を通
して、授業逐語記録にもとづく質的な授業析
の過程から、そこに働く洞察力を明らかにし
た。質的な授業分析において、授業の何に着
目し、どのような情報を抽出しているのかを
検討することを通して、量的または定式的手
法の開発指針を得た。また、研究室の共同研
究として、可視化手法開発のための研究プロ
ジェクトを組織し、授業記録の分析に資する
授業過程の可視化手法の開発や改良を行っ
た。特に、数量化理論などの多変量解析、中
間記述言語、オントロジーの適用を試みた。
さらに、授業逐語記録にもとづく国際比較授
業分析を行い、文化複合という観点から授業
の構造を明らかにした。 
（第３年次） 
(1)と(2)を継続しながら、(3)を中心に研究

を進め、(4)と(5)に着手した。具体的には、
授業記録、可視化手法の結果、カテゴリー分
析の結果を統合的に映像記録とともに表示
できるシステムの設計指針を作成した。また、
並行してフィールド調査を実施し、授業記録
の収集を進めて、手法の試験的適用と、各種
の可視化手法の開発と改良を行った。また、
研究室の共同研究として、可視化手法開発の
ための研究プロジェクトを組織し、授業記録
の分析に資する授業過程の可視化手法の開

発や改良を行った。特に、数量化理論などの
多変量解析、中間記述言語、オントロジーを
適用し、その成果をまとめた。 
（第４年次） 
引き続き、(4)と(5)を中心に研究を進め、

前年度の課題を継続して行った。また、学部
生向け大学授業や、教員研修会などでの授業
分析に、可視化手法の紹介を行い、手法の改
善と普及に努めた。授業逐語記録など豊富な
情報は有しているものの非構造的なデータ
と、可視化手法を併用することの可能性を拡
大することができた。 
（第５（最終）年次） 
これまで取り組んできた 5つの課題を継承・
発展させながら、システムの体系化と総合的
な評価を実施した。 
(1)授業洞察力の構造の明確化・・・授業者・
研究者なとどが授業を実施・観察する際に読
み取っている情報と、それをもちいた推論過
程を形式化する。これまでの研究成果を精緻
化し、理論モデルとして提案する。 
(2)既存の授業分析手法の改良と可視化手法
の開発・・・学術的な議論に耐える高度な方
法論に裏付けられた難易度の高い分析手法
と、それを簡略化し教職課程履修学生や初任
者教員、若手教員、大学院生らにも比較的簡
便に使用できる方法を工夫する。 
(3)授業過程の可視化技法のシステム
化・・・・他の研究での成果も統合し、シス
テムを実装した。 
(4)授業過程の洞察における可視化技法の効
果の検証・・・・開発プロセスに応じて評価
してきたこれまでの成果をまとめつつ、学部
生・大学院生の授業で可視化技法を用いた授
業分析実習を行い、その応用可能性を検討し
た。 
(5)授業洞察力への転移の効果の検証・・・・
授業洞察力向上のための研修パッケージの
試作を行い、ワークシートをパッケージ化し、
授業記録から学習者の内面を深く読み取る
ための訓練プログラムを作成した。さらに、
授業分析手法の適用可能性を探るために、教
材に含まれる語彙と語りと授業での発話の
関連を分析するための方法を検討した。 
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