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大学教育を取り巻く状況の変化 

 ユニバーサル段階の大学教育のあり方 

 大学教育の質の保証への強まる期待 

 大学・学部・学科の人材養成目的の明確化 

 学位授与の方針・教育課程編成等の方針の明確化 

 「我が国の高等教育の将来像」（中教審答申、平
成17（2005）年） 

 学部教育から学士課程教育へ 

 知識・理解、汎用的能力、態度・志向性、総合的な
学修経験と創造的思考力（＝「学士力」）の獲得 

 「学士課程教育の構築に向けて」（中教審答申、
平成20（2008）年） 



TIESの誕生と進化 
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HISTORY OF TIES 沿  革 

帝塚山大学にて 
プロジェクト 

開始 

1996年 

TIES v1 
 

講義資料の 
Web配信開始 

1998年 

TIES v2 
 

TIESによる 
5大学連携開始 

1999-2000年 

TIES v3 
 

データセンターによる 
ASPサービス開始 

2001年 

TIES v4 
 

Live!TIESによる 
授業収録・配信開始 

2004年 

TIES v5 
 

eポートフォリオ 
追加 

2008年 

TIES v6 
 

戦略GPサブシステム 
追加 

2010年 

TIES v8 

→ 2013年 

NPO法人 
CCC-TIES設立 

TIES教材開発室 
開設 

戦略的大学連携 
「知域」拡大PJ開始 

2006年 

特色GP採択 

(TIES v7) 

（第１世代） 

（第２世代） 



TIESの普及 
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蓄積と共有・公開・連携 



TIESの進化 -TIES v1（1998）- 



TIESの進化 -TIES v4（2004）- 



ASP型TIES 
 

そして TIES v8 
Soramame（TIES v8）は前バージョンまでのASPとしてのサービス体制を見直し、以下のビジョンに基づき開発

を行う。 

1. 小さなシステム：従来のシステムは、各大学、教員からの増大し続ける仕様追加・変更要求、サポート

要求にもはや対応できないほど複雑化し肥大化した。今回、これを見直し、原点に帰り小さくシンプル

なシステムを構築する。 

2. 自律分散システム：ASPによるシステムの集中は、保守運用及びサポートデスクへの過大な負担となっ

てきた。それらの負担を軽減するために、システムを無償配付することで各大学にシステムを分散配置

し、それらのシステムを各大学が自律的に運用・サポートし、必要に応じて NPO CCC TIES が支援する

システムとしたい。 

3. 穏やかなシステム連携：同一システムを利用する強固な連携ではなく、分散配置したシステムを学術認

証フェデレーションによる統一認証基盤、コンテンツ共有ライブラリを利用して緩やかな連携を行う。 

データセンター 

帝塚山大学 
連携大学 

利用大学 

TIES 

運用保守・サポート 

サーバー サーバー サーバー サーバー 

自立分散型TIES 
 

必要な大学にだけ 

帝塚山大学 

独自教育プログラム 

TIES v8 
on Moodle 

独自運用 クラウド 

利用大学 

独自教育プログラム 

TIES v8 
on Moodle 

利用大学 

独自教育プログラム 

TIES v8 
on Moodle 

学術認証フェデレーション 

著作権管理（LOM・DOI) 

コンテンツ共有ライブラリ 

運用保守・サポート 



TIESの目標 

 学生の自立性を高める教育学習支援システム 

 e ラーニングの目標 

 多様な学力（学習歴を含む）と理解レベルを持つ学
生に対応できる、多様で豊富な教育コンテンツの制
作 

 学生の知的好奇心を誘発し、学生自身が主体的に高
次のレベルの学習に挑戦する意欲の獲得 

 e ティーチングの目標 

 「連携・共有・公開」を基本として 

 教育実践でのきめ細かい教員支援 

 大学間で共有可能な教育コンテンツの蓄積 

 教員相互の授業方法の改善（そしてFDへ） 

 
「大学連携 e ラーニングTIESの教育改革」（2009年）より 



TIESのコンテンツの蓄積と共有化 

教育の質保証 

大学・教員の教育力向上 

教育方法の質向上 

コンテンツ 

TIESサポート 

TIESシステム 

ゴール 



TIESコンテンツ 
- 共有・流通への課題 - 

多様性 △ 他のシステムからのコンテンツ移植は手作業 

標準化 × TIES特有のメタ情報は付与されているが、標準化は
行われていない 

見つけやすさ △ 目的の物を見つけにくい 

部品化 ○ 設問レベル、ファイルレベルで詳細に部品化され、蓄
積されている 

共有化 ○ TIES特有のルールのもと、細かく共有レベルを設定
し、共有化を行っている 

著作権処理 △ TIESサポートデスクにより著作権確認をおこなってい
るが、著作権処理まではおこなわれていない 

価格 全て無償 



TIESのビジョン 

教育の質保証 

大学・教員の教育力向上 

コンテンツの活用・教育方法の質向上 

コンテンツの質保証 

TIESサポート 

TIESシステム 

C
C
C
−
T
IE
S
の
活

動
 

  大
学
の
教
育
活

動
 

TIESコミュニティ 
TIES利用者・教育機関・行政機関・民間団体 

 Teach
in

g
 Po

rtfo
lio

 

目標：学生の『学力』と学習意欲の向上 



NPO法人CCC-TIES 

大学の教育を担う教員の活動 

Teaching Portfolio 
 

TIESコミュニティの役割 

知識・技能 教育ノウハウ 

質的内容 

共有・流通促進 

コンテンツ 

システム 

TIESコミュニティ 
TIES利用者・大学等教育機関 

行政機関・民間団体 共有・公開・連携・可視化 

標準化・TIES運用 

個人会員＆大学会員 



NPO法人 
CCC-TIES 

大学の教育活動 

TIESのコンテンツ質保証 

・教育の質保証のために、コ
ンテンツの共有・連携・公
開があり、そのためにはコ
ンテンツの質が保証されて
いる必要がある 

・TIESのコンテンツ質保証の
ための標準化 

 コンテンツ流通 

 権利処理 

・質保証実現のためのTIESの
活動 

 TIES v8サポート 

 コミュニティでの自主
的な活動を支援（ワー
クショップ、セミナー
の開催） 

教育の質保証 

コンテンツの質保証 

TIESサポート 

TIESシステム 

権利処理 標準化 

TIESコミュニティ 

共有・公開・連携 

コンテンツ 
教育ノウハウ等 

教育方法の質向上 

大学・教員の教育力の向上 

学士課程 
 学位授与の方針 
 教育課程編成の方針 



「大学改革実行プラン」（6月5日） 

 「予測困難な時代において生涯学び
続け、主体的に考える力を育成する
大学へ」（大学教育部会審議まとめ、
平成24年３月、パブリックコメント
期間中） 

 質的転換を目的とした学修時間の実質的
な増加・確保 

 大学教育の質的転換 

 学修時間の飛躍的増加と、それを支
える学習環境の整備 

 学生の主体的学びを拡大する教育方
法の確信 

 教員の教育力向上への支援 

 国際的に信頼感の高い教育システム
の整備 

 大学在学中の学修成果を明確化する
仕組みの整備 

 ・・・・・ 

 



TIESの課題と発展 
 TIES =『結びつき・絆」 

 TIESコミュニティの活性化・組織化 

 各大学の建学の理念と学部・学科の人材養成目的 

 同じ「経済学」でも（「分野別の教育課程編成上の参照基準」 ） 

 大学間で共通性のある、①初年次教育（入学前教育を含む）、②教養教育、③キャ
リア教育における、コンテンツ共有の促進 

 シラバス 

 共通するFD（教育改善のための組織的取り組み） 

 Learning PortfolioとTeaching Portfolio 

 コンテンツ共有（標準化）の先には何が 

 各大学の既存の教学支援情報システムとの「整合性」を越えて 

 共同調査・共同研究事業の活性化 

 教材開発と教育課程開発 

 TIES Smart Text Bookの制作と普及 

 成果の社会への発信、生涯学習機能の強化 

 

 



CCC-TIES 
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ご清聴に感謝します 
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